
 

 

別紙 2 

【販売局一覧（914 局）】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本橋南局 四谷局 港虎ノ門三局 文京目白台一局 世田谷羽根木局 練馬谷原局
江戸川今井局 四谷通二局 汐留シティセンター局 文京音羽局 世田谷桜局 練馬南田中局
江戸川一之江局 四谷大木戸局 西新橋局 小石川一局 世田谷赤堤二局 石神井四局
江戸川中央局 西新宿七局 新橋四局 小石川五局 梅ヶ丘駅前局 練馬富士見台四局
江戸川西一之江局 西新宿八局 ホテルオークラ内局 文京千石局 千歳船橋駅前局 練馬南田中二局
江戸川東瑞江二局 新宿一局 虎ノ門局 文京大塚五局 世田谷八幡山局 上石神井局
江戸川中央三局 新宿区役所内局 機械振興会館内局 文京大塚三局 世田谷桜上水五局 練馬関町局
江戸川椿局 新宿三局 神谷町局 文京目白台二局 世田谷桜丘三局 武蔵関駅前局
江戸川一局 四谷駅前局 ニュー新橋ビル内局 文京春日局 世田谷桜丘二局 練馬立野局
江戸川区役所前局 新宿明治通局 下目黒局 文京白山五局 世田谷船橋局 練馬下石神井通局
江戸川平井局 新宿歌舞伎町局 目黒中町局 東京ドームシティ局 世田谷桜丘五局 練馬関一局
江戸川船堀局 新宿花園局 目黒大橋局 文京関口一局 世田谷桜上水一局 練馬上石神井北局
江戸川中葛西五局 新宿広小路局 上目黒四局 本郷三局 八幡山駅前局 石神井台六局
葛西駅前局 新宿二局 目黒三局 本駒込局 祖師谷大蔵駅前局 練馬東大泉三局
江戸川鹿骨局 東京都庁内局 目黒東山一局 本郷五局 成城学園前局 練馬東大泉四局
江戸川篠崎局 西新宿四局 目黒五本木局 本郷一局 世田谷砧局 練馬大泉学園局
東小岩一局 ＫＤＤＩビル内局 目黒駒場局 御茶ノ水局 喜多見駅前局 練馬南大泉五局
江戸川上篠崎局 新宿野村ビル内局 目黒三田局 文京根津局 世田谷千歳台局 練馬東大泉七局
江戸川東松本局 新宿第一生命ビル内局 目黒東山二局 文京向丘局 世田谷鎌田局 練馬西大泉三局
江戸川南篠崎二局 新宿三井ビル内局 中目黒駅前局 文京白山下局 世田谷喜多見三局 練馬南大泉一局
江戸川東篠崎局 新宿パークタワー内局 渋谷橋局 文京向丘二局 世田谷岡本局 練馬東大泉二局
江戸川鹿骨二局 新宿アイタウン局 渋谷広尾局 文京千駄木四局 世田谷成城二局 練馬大泉二局
江戸川篠崎七局 新宿アイランド局 渋谷東二局 文京白山上局 世田谷祖師谷四局 練馬西大泉五局
瑞江駅前局 東京オペラシティ局 渋谷恵比寿局 文京千駄木三局 千歳烏山局 練馬南大泉三局
江戸川上一色局 新宿センタービル内局 恵比寿駅前局 本郷四局 世田谷上祖師谷局 練馬大泉四局
墨田吾妻橋局 早稲田通局 渋谷広尾四局 東京大学内局 世田谷粕谷局 練馬大泉学園北局
墨田江東橋局 新大久保駅前局 渋谷代官山局 湯島二局 芦花公園駅前局 練馬西大泉二局
墨田太平町局 新宿小滝橋局 渋谷桜丘局 本駒込二局 世田谷北烏山局 西巣鴨局
押上駅前局 新宿諏訪町局 恵比寿ガーデンプレイス局 湯島四局 世田谷上祖師谷二局 西巣鴨四局
墨田菊川局 新宿下落合三局 恵比寿駅ビル内局 文京グリーンコート局 世田谷北烏山八局 大塚駅前局
墨田両国三局 新宿西落合局 渋谷青山通局 雷門局 世田谷給田局 駒込駅前局
本所二局 新宿中落合局 神宮前六局 鳥越神社前局 二子玉川局 池袋本町局
墨田横川局 新宿上落合局 渋谷松濤局 台東日本堤局 世田谷奥沢局 豊島南大塚局
墨田緑町局 高田馬場局 渋谷神南局 台東三筋局 世田谷用賀局 西巣鴨一局
墨田石原局 新宿大久保局 渋谷道玄坂局 台東清川局 世田谷等々力局 池袋本町三局
墨田横網局 新目白通局 渋谷神宮前局 浅草橋局 世田谷九品仏局 巣鴨局
錦糸町駅前局 北新宿三局 放送センター内局 台東聖天前局 東玉川局 池袋局
大田中央一局 新宿百人町局 渋谷中央街局 台東千束局 世田谷上野毛局 豊島長崎一局
大田南馬込一局 高田馬場二局 渋谷三局 蔵前局 尾山台駅前局 豊島南長崎局
大田南馬込二局 新宿下落合四局 渋谷千駄ヶ谷局 西浅草局 世田谷瀬田局 豊島千早局
大田中央七局 牛込抜弁天局 代々木駅前通局 浅草四局 世田谷深沢局 豊島長崎局
大田山王局 牛込若松町局 渋谷笹塚局 東浅草局 世田谷深沢一局 豊島南長崎六局
大田東馬込局 早稲田大学前局 渋谷幡ヶ谷局 台東松が谷局 世田谷中町局 豊島高松局
大田西馬込局 新宿神楽坂局 渋谷富ヶ谷一局 元浅草局 世田谷野毛局 豊島千川駅前局
大田中央四局 新宿住吉局 渋谷本町二局 台東花川戸局 用賀駅前局 立教学院内局
大田中央八局 新宿天神局 渋谷上原局 くらまえ橋局 練馬北町局 池袋四局
大田中馬込局 飯田橋駅東口局 代々木三局 世田谷駒沢局 練馬春日局 豊島要町一局
南品川一局 新宿馬場下局 元代々木局 世田谷池尻局 練馬氷川台局 豊島長崎六局
北品川局 新宿保健会館内局 渋谷本町五局 世田谷上馬局 練馬平和台局 豊島千川一局
南品川二局 新宿戸山局 渋谷富ヶ谷二局 世田谷下馬局 練馬高松局 西池袋局
南品川四局 新宿改代町局 代々木五局 世田谷淡島局 練馬土支田局 雑司が谷局
東品川一局 南麻布五局 代々木二局 世田谷桜新町局 練馬田柄局 豊島高田局
品川八潮局 南麻布二局 笹塚駅前局 池ノ上駅前局 練馬春日南局 東池袋局
品川御殿山局 外苑前局 新宿駅南口局 世田谷上馬一局 練馬高松三局 南池袋局
品川天王洲局 赤坂七局 幡ヶ谷南局 世田谷野沢局 練馬田柄東局 池袋駅前局
品川区役所前局 六本木ヒルズ局 東日暮里六局 世田谷太子堂局 練馬早宮局 上池袋局
目黒駅前局 西麻布局 熊野前局 世田谷弦巻局 練馬平和台一局 サンシャイン６０内局
品川東五反田局 麻布十番局 荒川南千住局 世田谷下馬二局 練馬田柄二局 池袋グリーン通局
大崎駅前局 小松ビル内局 荒川北町屋局 世田谷駒沢二局 練馬春日二局 池袋サンシャイン通局
西品川局 アーク森ビル内局 荒川東尾久六局 学芸大学前局 練馬光が丘団地内局 東京芸術劇場局
品川不動前局 赤坂通局 荒川西尾久七局 三軒茶屋駅前局 練馬旭町局 武蔵野境局
大崎三局 六本木駅前局 荒川汐入局 世田谷一局 練馬旭丘局 吉祥寺本町局
品川西五反田六局 全特六本木ビル内局 荒川東尾久四局 世田谷北沢局 練馬中村局 吉祥寺南町局
ＴＯＣビル内局 東京ミッドタウン局 荒川町屋局 世田谷梅丘局 練馬桜台局 吉祥寺東町局
ゲートシティ大崎局 赤坂一ツ木通局 東日暮里二局 世田谷若林三局 練馬桜台二局 吉祥寺本町二局
品川平塚橋局 港浜松町局 西日暮里局 豪徳寺駅前局 練馬二局 吉祥寺駅前局
品川洗足局 芝三局 荒川西尾久三局 世田谷北沢三局 練馬豊玉局 武蔵野中町局
品川中延三局 芝一局 日暮里駅前局 世田谷若林四局 練馬中村二局 武蔵野桜堤局
品川旗の台局 芝大門局 荒川東尾久二局 世田谷代沢局 練馬貫井局 武蔵野境南局
品川平塚一局 世界貿易センター内局 荒川五局 新代田駅前局 練馬四局 武蔵野関前局
品川戸越局 東芝ビル内局 荒川西尾久二局 世田谷四局 練馬豊玉中局 武蔵野関前三局
品川小山三局 シーバンスＮ館内局 荒川町屋五局 世田谷大原局 練馬小竹局 吉祥寺北町局
品川二葉局 芝公園局 荒川南千住五局 経堂駅前局 練馬高野台局 武蔵野御殿山局
品川中延五局 港竹芝局 西日暮里駅前局 東松原駅前局 石神井公園駅前局 武蔵野上向台局
品川小山五局 お台場海浜公園前局 文京大塚二局 世田谷赤堤局 練馬高野台駅前局 アトレ吉祥寺内局
品川豊局 新橋局 文京水道局 世田谷明大前局 下石神井三局 三鷹下連雀局
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三鷹井の頭局 調布国領五局 昭和局 八王子川口東局 武蔵大和駅前局 江戸川局
三鷹新川局 調布市役所前局 昭島玉川局 八王子川町局 東大和清水局 小岩局
三鷹台局 調布飛田給局 昭島中神局 七生局 東大和芋窪局 葛西局
三鷹新川五局 狛江駅前局 昭島緑局 日野多摩平局 東大和向原局 城東局
三鷹新川一局 狛江中和泉局 昭島松原四局 豊田駅前局 東大和上北台局 渋谷局
三鷹牟礼二局 狛江東野川局 昭島田中局 日野高幡局 東大和新堀局 芝局
三鷹中原四局 狛江西野川局 昭島つつじが丘ハイツ局 日野台局 国分寺泉局 麻布局
三鷹北野局 和泉多摩川駅前局 昭島郷地局 日野北局 国分寺富士本局 赤坂局
三鷹駅前局 狛江岩戸南局 昭島駅前局 日野駅前局 国分寺南局 高輪局
三鷹上連雀局 福生局 中神駅前局 日野百草局 国分寺光局 代々木局
三鷹下連雀四局 福生牛浜局 国立西局 日野南平局 国分寺本多局 目黒局
三鷹大沢局 福生加美局 国立東局 日野高幡台局 国分寺西町局 世田谷局
三鷹井口局 羽村南局 国立富士見台局 日野新町局 国分寺東恋ヶ窪四局 品川局
国際基督教大学内局 羽村加美局 中央郵政研修所内局 百草園駅前局 国分寺内藤局 大崎局
三鷹大沢四局 福生熊川南局 国立駅前局 日野多摩平六局 国立駅北口局 荏原局
三鷹深大寺局 羽村富士見局 国立谷保局 日野旭が丘局 国分寺本町局 大森局
三鷹上連雀五局 福生武蔵野台局 国立天神下局 日野神明局 小金井前原三局 蒲田局
府中白糸台局 福生熊川局 国立旭通局 日野下田局 小金井東町局 田園調布局
府中八幡宿局 羽村小作台局 国立北局 原町田局 小金井貫井北局 千鳥局
府中学園通局 檜原局 八王子寺町局 玉川学園前局 小金井緑町局 千歳局
府中清水が丘局 平井局 八王子横山町局 町田木曽局 小金井本町局 成城局
府中紅葉丘局 大久野局 八王子明神町局 町田南大谷局 小金井貫井南局 玉川局
府中是政局 西秋留局 八王子富士見局 町田藤の台局 小金井前原五局 新宿局
府中栄町局 乙津局 八王子大和田局 町田本町田局 小金井東二局 落合局
府中小柳町局 多西局 八王子宇津木局 町田森野局 東小金井駅前局 牛込局
府中車返団地内局 増戸局 八王子高倉局 町田木曽西局 東久留米中央町局 新宿北局
府中浅間局 東秋留局 八王子駅前局 原町田六局 東久留米本町局 中野局
府中若松町局 秋川野辺局 八王子宇津木台局 町田駅前局 東久留米団地内局 中野北局
府中三局 五日市仲町局 北八王子駅前局 南局 東久留米滝山局 杉並局
府中美好局 秋川渕上局 八王子八幡町局 町田高ヶ坂局 東久留米大門局 荻窪局
府中北山局 五日市伊奈局 八王子追分町局 町田金森局 東久留米南沢五局 杉並南局
府中中河原局 あきる野小川局 八王子中野上町局 町田南つくし野局 東久留米下里局 豊島局
府中日新局 武蔵五日市駅前局 八王子中野上町一局 町田つくし野局 東久留米本村局 王子局
府中本町二局 瑞穂局 八王子左入局 町田成瀬台局 東久留米小山局 赤羽局
府中四谷局 村山局 八王子元横山町局 成瀬駅前局 東久留米前沢局 板橋局
府中分梅局 村山団地内局 八王子中野上町五局 町田金森東局 東久留米学園町局 板橋北局
府中片町局 瑞穂むさし野局 八王子大横局 成瀬清水谷局 清瀬松山局 板橋西局
府中西府町局 武蔵村山三ツ藤局 八王子中野山王局 グランベリーモール局 清瀬野塩局 練馬局
府中日鋼町局 武蔵村山大南局 八王子市役所前局 忠生局 清瀬旭が丘局 石神井局
多摩関戸局 武蔵村山中原局 八王子中野局 町田相原局 清瀬中里局 大泉局
多摩永山局 瑞穂長岡局 八王子丹木局 鶴川駅前局 清瀬中清戸局 光が丘局
多摩和田局 武蔵村山大南四局 浅川局 鶴川団地内局 清瀬駅前局 武蔵野局
永山駅前局 青梅藤橋局 八王子並木町局 町田山崎局 ひばりが丘局 三鷹局
多摩落合局 成木局 八王子台町局 町田鶴川四局 田無西原局 調布局
多摩貝取局 小曽木局 八王子長房局 町田小山局 田無芝久保局 武蔵府中局
聖蹟桜ヶ丘局 青梅長淵局 八王子椚田局 町田小山田桜台局 田無緑町局 狛江局
多摩鶴牧局 青梅末広局 めじろ台駅前局 町田大戸局 田無南町二局 多摩局
多摩貝取北局 青梅霞台局 八王子狭間通局 町田三輪局 田無北芝久保局 西東京局
多摩聖ヶ丘局 青梅新町局 京王高尾駅前局 町田山崎北局 田無芝久保二局 小金井局
多摩桜ヶ丘局 青梅若草局 元八王子三局 小平駅前局 田無向台局 国分寺局
唐木田駅前局 青梅河辺局 八王子子安局 花小金井駅前局 保谷東町局 小平局
多摩センター局 奥多摩局 八王子上野町局 小平喜平局 保谷東伏見局 東村山局
せいせきＣ館内局 御岳局 八王子子安南局 小平仲町局 柳沢駅前局 東久留米局
稲城長沼局 小河内局 八王子片倉局 小平鈴木二局 保谷富士町局 清瀬局
矢野口局 古里局 八王子緑町局 小平花小金井五局 保谷駅前局 立川局
稲城平尾局 吉野局 八王子館町局 小平天神局 保谷住吉局 国立局
稲城駅前局 青梅住江町局 八王子グリーンヒル寺田局 小平上水南局 ひばりが丘北局 あきる野局
稲城向陽台局 青梅上町局 八王子片倉台局 小平回田町局 下保谷二局 昭島局
稲城押立局 沢井駅前局 八王子小比企局 小平小川局 保谷中町四局 青梅局
稲城若葉台局 青梅勝沼局 八王子北野局 小平ブリヂストン前局 保谷局 羽村局
神代局 砂川局 八王子上柚木局 たかの台駅前局 東京中央局 武蔵村山局
ＮＴＴ東日本研修センタ内局 立川柴崎局 八王子絹ヶ丘局 小平小川西局 神田局 八王子南局
調布仙川局 立川高松局 八王子松が谷局 小平学園西町局 麹町局 日野局
調布金子局 立川富士見局 八王子南大沢局 一橋学園駅前局 日本橋局 八王子局
調布八雲台局 立川錦局 八王子由木局 小平上宿局 京橋局 八王子西局
調布深大寺局 立川幸局 八王子南大沢五局 小平上水本町局 上野局 町田局
神代植物公園前局 立川けやき台局 京王堀之内駅前局 八坂駅前局 浅草局 町田西局
調布緑ヶ丘局 立川大山局 南大沢駅前局 東村山市役所前局 小石川局 鶴川局
柴崎駅前局 立川富士見六局 大塚・帝京大学駅前局 東村山諏訪局 本郷局
調布西つつじヶ丘局 立川錦町四局 中央大学内局 東村山青葉局 荒川局
調布仙川二局 立川若葉町局 恩方局 萩山駅前局 足立局
調布上石原局 立川柏町局 下川口局 東村山栄町局 足立北局
国領駅前局 立川松中局 元八王子局 東村山秋津局 足立西局
調布小島局 立川栄局 上恩方局 東村山野口局 葛飾局
調布駅前局 立川幸四局 八王子千人町局 新秋津駅前局 葛飾新宿局
調布染地局 立川西砂局 八王子横川局 久米川駅前局 深川局
調布上石原三局 ファーレ立川局 八王子犬目局 大和局 本所局
調布くすのき局 拝島局 八王子弐分方局 東大和南街局 向島局


