
【別添】

局名 住所

鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２２－１

鶴見駅前 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－１０－１４

横浜生麦 神奈川県横浜市鶴見区生麦４－１４－７

横浜潮見橋通 神奈川県横浜市鶴見区本町通３－１６５－１０

横浜元宮 神奈川県横浜市鶴見区元宮１－９－１３

鶴見市場 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町６－１

横浜仲通 神奈川県横浜市鶴見区仲通１－５８－１２

横浜大東 神奈川県横浜市鶴見区朝日町１－４２－１

横浜岸谷 神奈川県横浜市鶴見区岸谷４－２－５

横浜小野 神奈川県横浜市鶴見区小野町２５

横浜栄町通 神奈川県横浜市鶴見区栄町通４－３８－１３

横浜東寺尾二 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾２－４－２７

横浜豊岡 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２８－１４

鶴見下末吉町 神奈川県横浜市鶴見区下末吉１－３１－２０

横浜東寺尾 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台１３－２０

横浜矢向 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－１４－１５

横浜馬場 神奈川県横浜市鶴見区馬場２－６－３０

横浜上末吉 神奈川県横浜市鶴見区上末吉４－１７－１５

尻手駅前 神奈川県横浜市鶴見区矢向２－１４－２

横浜駒岡 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－１－１３

横浜北寺尾 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７－９－１

横浜北寺尾三 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾３－１９－３５

横浜佃野 神奈川県横浜市鶴見区佃野町２４－３４

東神奈川駅前 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－２－１

横浜入江 神奈川県横浜市神奈川区入江１－２２－８

神奈川宮前 神奈川県横浜市神奈川区青木町４－７

横浜中央市場内 神奈川県横浜市神奈川区山内町１

テクノウェイブ１００ビル内 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１－１－２５

横浜大口 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３９－３

横浜鶴屋町 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－１７－１

神奈川白幡 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町３５－４

横浜新子安 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－８－２

横浜西神奈川 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－９－１１

横浜西寺尾 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾２－７－１３

横浜ポートサイド内 神奈川県横浜市神奈川区栄町６－１

大口駅前 神奈川県横浜市神奈川区神之木町１－１

オルトヨコハマ内 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－１

横浜反町 神奈川県横浜市神奈川区松本町３－２５－１３

横浜六角橋 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－４－１

横浜沢渡 神奈川県横浜市神奈川区泉町８－８

横浜三ッ沢 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町４－１９

横浜六角橋北 神奈川県横浜市神奈川区六角橋６－２８－２９

横浜神大寺 神奈川県横浜市神奈川区神大寺４－１－８

横浜片倉 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－１６－８

横浜羽沢 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１５４７－６

横浜ガーデン山 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町３３－１４

横浜菅田 神奈川県横浜市神奈川区菅田町４８８

横浜中央 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２

横浜戸部 神奈川県横浜市西区戸部町２－２３

横浜戸部本町 神奈川県横浜市西区戸部本町２５－５

横浜ランドマークタワー 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１

横浜藤棚 神奈川県横浜市西区中央２－２４－１

横浜霞ヶ丘 神奈川県横浜市西区霞ケ丘６３

横浜久保町 神奈川県横浜市西区久保町２２－４

横浜浅間町 神奈川県横浜市西区浅間町１－１５－３



局名 住所

横浜北幸 神奈川県横浜市西区北幸２－１０－３３

横浜洪福寺 神奈川県横浜市西区浅間町５－３７９－１

横浜駅西口 神奈川県横浜市西区南幸１－１０－１６

みなとみらい四 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－２

クイーンズスクエア横浜 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－４

横浜港 神奈川県横浜市中区日本大通５－３

石川町駅前 神奈川県横浜市中区石川町２－７６

横浜北方 神奈川県横浜市中区上野町２－６５

横浜本牧原 神奈川県横浜市中区本牧原８－１

横浜桜木 神奈川県横浜市中区桜木町１－１

横浜本牧 神奈川県横浜市中区本牧町１－３９

横浜本牧元町 神奈川県横浜市中区本牧元町１－３

横浜中華街 神奈川県横浜市中区山下町１２３－１

シルクセンター内 神奈川県横浜市中区山下町１

横浜間門 神奈川県横浜市中区本牧和田２７－２

横浜第２合同庁舎内 神奈川県横浜市中区北仲通５－５７

横浜中 神奈川県横浜市中区曙町２－３１

横浜赤門 神奈川県横浜市中区赤門町１－１３

横浜長者町 神奈川県横浜市中区長者町４－９－１

横浜本町 神奈川県横浜市中区本町３－３０－７

横浜日之出町 神奈川県横浜市中区日ノ出町１－２４

横浜山元町 神奈川県横浜市中区山元町２－９５

横浜太田町 神奈川県横浜市中区太田町１－１０

横浜住吉町 神奈川県横浜市中区住吉町１－１３

神奈川中小企業センター内 神奈川県横浜市中区尾上町５－８０

横浜市役所内 神奈川県横浜市中区港町１－１

横浜大和 神奈川県横浜市中区大和町２－５８－３

横浜南 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町１－１

横浜南太田 神奈川県横浜市南区南太田１－３２－３４

横浜吉野町 神奈川県横浜市南区吉野町２－４

横浜浦舟 神奈川県横浜市南区浦舟町２－２２

横浜中島 神奈川県横浜市南区中島町２－３５

横浜中村橋 神奈川県横浜市南区睦町１－３４－９

横浜大岡 神奈川県横浜市南区大岡５－３－２６

横浜弘明寺 神奈川県横浜市南区弘明寺町２７０

横浜宿町 神奈川県横浜市南区宿町２－３２

横浜永田 神奈川県横浜市南区永田東３－１５－３

横浜六ッ川 神奈川県横浜市南区六ツ川３－８７－２１

横浜南永田 神奈川県横浜市南区永田みなみ台２－１－１０１

横浜六ッ川一 神奈川県横浜市南区六ツ川１－６９３－７３

保土ヶ谷 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－８

横浜和田 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田２－１２－９

横浜岩間 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町１－６－８

横浜ビジネスパーク内 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町１３４

横浜桜ヶ丘 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘１－１１－２

横浜西谷 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町８０２

横浜保土ヶ谷三 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町３－１９６

横浜星川 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川２－３－５

横浜岩井 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町３４２

横浜千丸台 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町３５６

横浜帷子 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２－８９

横浜上菅田 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町９５１

横浜常盤台 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台５０－１１

横浜上星川 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川２－１２－３

横浜今井 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町１７

横浜狩場 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町３０３－６２

磯子 神奈川県横浜市磯子区森３－１－１５



局名 住所

横浜坂下 神奈川県横浜市磯子区坂下町９－１０

根岸駅前 神奈川県横浜市磯子区東町１３－２１

横浜中浜 神奈川県横浜市磯子区中浜町５－６

横浜上中里 神奈川県横浜市磯子区上中里町６９２－１

横浜杉田 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１

横浜滝頭 神奈川県横浜市磯子区滝頭２－３７－１８

横浜中原 神奈川県横浜市磯子区中原３－２－１５

横浜杉田西 神奈川県横浜市磯子区杉田３－２８－４５

横浜汐見台 神奈川県横浜市磯子区汐見台１－６－２

洋光台駅前 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１３－１１

磯子浜西 神奈川県横浜市磯子区磯子２－１９－２１

横浜岡村 神奈川県横浜市磯子区岡村６－５－５１

横浜洋光台南 神奈川県横浜市磯子区洋光台６－１４－１５

横浜金沢 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－１０－２

横浜金沢シーサイドタウン 神奈川県横浜市金沢区並木２－３－３

横浜能見台 神奈川県横浜市金沢区能見台３－１－７

金沢文庫駅前 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１６－７

横浜富岡 神奈川県横浜市金沢区富岡東５－１９－１９

横浜片吹 神奈川県横浜市金沢区片吹６７－１５

横浜南部市場内 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１－１

能見台駅前 神奈川県横浜市金沢区能見台通１７－１

横浜金沢振興センター 神奈川県横浜市金沢区福浦１－５－２

横浜並木 神奈川県横浜市金沢区並木１－１７－１

横浜金沢八景 神奈川県横浜市金沢区洲崎町８－１２

横浜釜利谷西 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西６－１－８

横浜金沢文庫 神奈川県横浜市金沢区寺前１－１－２８

横浜六浦 神奈川県横浜市金沢区六浦東２－４－３

横浜六浦川 神奈川県横浜市金沢区六浦４－２３－２３

横浜釜利谷 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東６－５－１０

横浜大道 神奈川県横浜市金沢区大道２－１５－４

六浦駅前 神奈川県横浜市金沢区六浦５－３６－２０

港北 神奈川県横浜市港北区菊名６－２０－１８

綱島 神奈川県横浜市港北区綱島台１７－１３

新田 神奈川県横浜市港北区新吉田町３２３８

横浜日吉七 神奈川県横浜市港北区日吉７－１４－１２

綱島本通 神奈川県横浜市港北区綱島西３－６－２４

日吉 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－４－２９

横浜南日吉 神奈川県横浜市港北区日吉本町４－１１－４

横浜南綱島 神奈川県横浜市港北区綱島東２－１９－３１

横浜高田 神奈川県横浜市港北区高田東１－４６－７

横浜下田 神奈川県横浜市港北区下田町６－４－１

横浜新吉田 神奈川県横浜市港北区新吉田東６－１－１１

日吉駅内 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１

新横浜三 神奈川県横浜市港北区新横浜３－２２－１７

横浜小机町 神奈川県横浜市港北区小机町９７０

横浜師岡 神奈川県横浜市港北区師岡町４７７

横浜太尾南 神奈川県横浜市港北区大倉山４－６－１１

神奈川菊名 神奈川県横浜市港北区菊名４－１－５

横浜妙蓮寺 神奈川県横浜市港北区菊名１－１２－１１

新横浜駅前 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１４

横浜大倉山 神奈川県横浜市港北区大倉山１－１６－２

横浜樽町 神奈川県横浜市港北区樽町１－２４－５

横浜太尾 神奈川県横浜市港北区大倉山７－２－１

横浜篠原 神奈川県横浜市港北区篠原町１４１０

横浜篠原台 神奈川県横浜市港北区篠原台町４－７

横浜鳥山 神奈川県横浜市港北区鳥山町３１

横浜鳥山北 神奈川県横浜市港北区鳥山町７３４



局名 住所

トレッサ横浜 神奈川県横浜市港北区師岡町７００

戸塚 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４１０２－１

舞岡駅前 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町２９５５

東戸塚駅西口 神奈川県横浜市戸塚区品濃町８８１－９

東戸塚駅東口 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５２４－１

横浜柏尾 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町２０１

横浜矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町６５－３

横浜原宿 神奈川県横浜市戸塚区深谷町２３８－５

横浜鳥が丘 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘５２－２

踊場駅前 神奈川県横浜市戸塚区汲沢８－２－１２

横浜豊田 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町１１０３－５

横浜平戸 神奈川県横浜市戸塚区平戸２－２５－１３

横浜富塚 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３００２

横浜深谷 神奈川県横浜市戸塚区深谷町８５５－３

横浜上矢部 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町３１５－４

横浜川上 神奈川県横浜市戸塚区川上町５７０－４

横浜倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４４５－２

横浜ドリームハイツ 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１４１２－１

港南 神奈川県横浜市港南区最戸１－２０－６

港南台 神奈川県横浜市港南区港南台８－１１－３

横浜港南中央通 神奈川県横浜市港南区港南中央通１３－２９

横浜芹が谷一 神奈川県横浜市港南区芹が谷１－２－２

横浜上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１５－１

横浜上永谷 神奈川県横浜市港南区上永谷２－１６－２２

横浜日野 神奈川県横浜市港南区日野５－２０－９

横浜芹が谷 神奈川県横浜市港南区芹が谷５－１－１６

横浜港南二 神奈川県横浜市港南区港南２－２７－２５

横浜笹下 神奈川県横浜市港南区笹下２－４－２３

上大岡駅前 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１

横浜丸山台 神奈川県横浜市港南区丸山台３－２２－５

横浜日野南 神奈川県横浜市港南区日野南６－４３－５

横浜西港南台 神奈川県横浜市港南区下永谷５－３１－８

横浜野庭 神奈川県横浜市港南区野庭町６１４

横浜日限山 神奈川県横浜市港南区日限山３－４０－１９

港南台駅前 神奈川県横浜市港南区港南台３－３－１

横浜港南台東 神奈川県横浜市港南区港南台７－１６－２４

横浜清水橋 神奈川県横浜市港南区日野南１－６－１７

横浜旭 神奈川県横浜市旭区本村町４４－２

横浜鶴ヶ峰 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１－３８－２

横浜二俣川 神奈川県横浜市旭区二俣川１－４

南万騎が原駅前 神奈川県横浜市旭区柏町３６－１０

鶴ヶ峯駅前 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１－２－１１

希望ヶ丘駅前 神奈川県横浜市旭区東希望が丘９９

横浜万騎が原 神奈川県横浜市旭区二俣川２－８７－４

横浜市沢 神奈川県横浜市旭区市沢町６９２

横浜南希望が丘 神奈川県横浜市旭区南希望が丘５６－６

横浜小高 神奈川県横浜市旭区左近山１６－１

横浜左近山 神奈川県横浜市旭区左近山４０２

横浜都岡 神奈川県横浜市旭区都岡町２１

横浜若葉台 神奈川県横浜市旭区若葉台３－５－１

横浜白根北 神奈川県横浜市旭区中白根３－１０－１１

横浜今宿 神奈川県横浜市旭区今宿東町１６３１－４

横浜白根 神奈川県横浜市旭区中白根２－１－１０

横浜中尾 神奈川県横浜市旭区中尾１－４８－７

横浜上白根 神奈川県横浜市旭区上白根町大池８９１

横浜今宿南 神奈川県横浜市旭区今宿２－７－２５

横浜金が谷 神奈川県横浜市旭区金が谷１－５－４



局名 住所

緑 神奈川県横浜市緑区中山町１４９－４

長津田 神奈川県横浜市緑区長津田６－７－１

横浜東本郷 神奈川県横浜市緑区東本郷３－２３－１

横浜中山 神奈川県横浜市緑区台村町１２９－１

横浜十日市場 神奈川県横浜市緑区十日市場町１３５８－３

鴨居駅前 神奈川県横浜市緑区鴨居４－１－１４

横浜竹山 神奈川県横浜市緑区竹山３－１－８

横浜霧が丘 神奈川県横浜市緑区霧が丘３－２６－２

横浜白山 神奈川県横浜市緑区白山２－４０－５

長津田駅北口 神奈川県横浜市緑区長津田２－１

瀬谷 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－４５－１０

横浜日向山 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷２－２－１

横浜三ツ境 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１６－１

横浜瀬谷南 神奈川県横浜市瀬谷区南台１－３－８

横浜瀬谷北 神奈川県横浜市瀬谷区相沢１－５－６

横浜細谷戸 神奈川県横浜市瀬谷区相沢６－１８－１０

横浜阿久和 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１１

横浜南瀬谷一 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷１－７６－１０

横浜瀬谷西 神奈川県横浜市瀬谷区北新３７－１３

横浜本郷原 神奈川県横浜市瀬谷区本郷２－４１－５

三ツ境駅北口 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境５－３５

横浜桂台 神奈川県横浜市栄区桂台南１－１８－６

横浜桂 神奈川県横浜市栄区桂町７３５

横浜庄戸 神奈川県横浜市栄区庄戸１－１－１２

横浜飯島 神奈川県横浜市栄区飯島町５２７

横浜笠間 神奈川県横浜市栄区笠間３－１－１

横浜元大橋 神奈川県横浜市栄区元大橋２－９－１

本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷１－４－９

横浜上郷 神奈川県横浜市栄区上之町４２－２０

横浜桂町南 神奈川県横浜市栄区桂町１９７－１

横浜泉 神奈川県横浜市泉区和泉町４２５９－３

緑園都市駅前 神奈川県横浜市泉区緑園４－１－６

横浜中和田 神奈川県横浜市泉区和泉町３７４１－４

横浜新橋 神奈川県横浜市泉区新橋町１２２４

弥生台駅前 神奈川県横浜市泉区弥生台２６－４

横浜中田 神奈川県横浜市泉区中田北２－７－１５

横浜上飯田 神奈川県横浜市泉区上飯田町１３３１－４

横浜和泉南 神奈川県横浜市泉区和泉町１４５２－７

横浜いちょう団地内 神奈川県横浜市泉区上飯田町２６７０

横浜いずみ野 神奈川県横浜市泉区和泉町６２３７－２

青葉 神奈川県横浜市青葉区荏田西１－７－５

横浜美しが丘西 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－１－１

横浜美しが丘四 神奈川県横浜市青葉区美しが丘４－１－３２

たまプラーザ駅南口 神奈川県横浜市青葉区新石川３－２４－１８

横浜山内 神奈川県横浜市青葉区荏田町４２８－１３

あざみ野駅内 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－１－１

横浜市ヶ尾 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１７２６

横浜美しが丘 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２１－１０

横浜すすき野 神奈川県横浜市青葉区すすき野２－５－１

横浜あざみ野 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－１３－１７

市ヶ尾駅前 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０７４－２

江田駅北口 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２－４－８

横浜大場 神奈川県横浜市青葉区大場町５９２－１２

横浜鴨志田 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５４９－１

青葉台 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１３－１

横浜奈良 神奈川県横浜市青葉区奈良町２９１３－１－１０１

横浜藤が丘 神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－１４－３４



局名 住所

横浜桜台 神奈川県横浜市青葉区桜台３０－１７

横浜青葉台二 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１９－１８

横浜柿の木台 神奈川県横浜市青葉区柿の木台１３－２８

横浜しらとり台 神奈川県横浜市青葉区しらとり台３４－２０

青葉台駅前 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－３－４

田奈駅前 神奈川県横浜市青葉区田奈町１５－７

都筑 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３３－１

中川駅前 神奈川県横浜市都筑区中川１－１０－３３

横浜荏田東 神奈川県横浜市都筑区荏田東３－６－２

横浜川和町 神奈川県横浜市都筑区川和町６２０

横浜大棚 神奈川県横浜市都筑区大棚町２６３－１

横浜勝田 神奈川県横浜市都筑区勝田町２９４－３

横浜池辺 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６７２－１

横浜東山田 神奈川県横浜市都筑区東山田町１４６６－２

横浜すみれが丘 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘３７－３

仲町台駅前 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－３４－１１

横浜センター北駅前 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－３

横浜桜並木 神奈川県横浜市都筑区桜並木９－２１

横浜北山田 神奈川県横浜市都筑区北山田２－２－２０


