
【別添】

局名 住所
1 伊勢原本町 神奈川県伊勢原市伊勢原2-10-8
2 比々多 神奈川県伊勢原市串橋63-3
3 伊勢原高森 神奈川県伊勢原市高森2-20-15
4 伊勢原桜台 神奈川県伊勢原市桜台2-20-18
5 伊勢原沼目 神奈川県伊勢原市沼目4-1-8
6 大山 神奈川県伊勢原市大山255
7 伊勢原 神奈川県伊勢原市田中432
8 伊勢原東大竹 神奈川県伊勢原市八幡台1-14-3
9 押切 神奈川県小田原市羽根尾21
10 小田原 神奈川県小田原市栄町1-13-13
11 小田原栄町 神奈川県小田原市栄町3-8-14
12 小田原鴨宮 神奈川県小田原市鴨宮598-1
13 小田原久野 神奈川県小田原市久野71-1
14 国府津駅前 神奈川県小田原市国府津3-6-13
15 根府川 神奈川県小田原市根府川89-33
16 酒匂 神奈川県小田原市酒匂4-8-6
17 小田原寿町 神奈川県小田原市寿町3-5-37
18 下中 神奈川県小田原市小船89-7
19 小田原城山 神奈川県小田原市城山1-6-32
20 小田原成田 神奈川県小田原市成田447-13
21 小田原扇町 神奈川県小田原市扇町3-26-26
22 小田原東 神奈川県小田原市前川14-1
23 下曾我 神奈川県小田原市曽我原560
24 栢山駅前 神奈川県小田原市曽比1753-4
25 小田原早川 神奈川県小田原市早川173
26 鴨宮駅前 神奈川県小田原市南鴨宮3-35-32
27 小田原南町 神奈川県小田原市南町3-2-48
28 小田原板橋 神奈川県小田原市板橋154
29 小田原飯田岡 神奈川県小田原市飯田岡496-10
30 小田原浜町 神奈川県小田原市浜町2-6-24
31 小田原富水 神奈川県小田原市堀之内193
32 小田原本町 神奈川県小田原市本町2-11-14
33 螢田駅前 神奈川県小田原市蓮正寺378-2
34 秦野下大槻 神奈川県秦野市下大槻410-2-6-103
35 秦野曲松 神奈川県秦野市曲松1-8-21
36 東秦野 神奈川県秦野市寺山232-1
37 秦野 神奈川県秦野市室町2-44
38 鶴巻 神奈川県秦野市鶴巻南1-2-5
39 秦野南が丘 神奈川県秦野市南が丘3-1
40 秦野東海大学前 神奈川県秦野市南矢名230-1
41 秦野文京 神奈川県秦野市文京町5-15
42 北秦野 神奈川県秦野市菩提399
43 秦野北矢名 神奈川県秦野市北矢名1307-4
44 西秦野 神奈川県秦野市堀川609-2
45 秦野駅前 神奈川県秦野市本町3-2-3
46 渋沢駅前 神奈川県秦野市柳町1-13-1
47 秦野緑 神奈川県秦野市緑町16-3
48 平塚岡崎 神奈川県平塚市ふじみ野1-35-1
49 平塚横内 神奈川県平塚市横内3785-5
50 平塚旭 神奈川県平塚市河内337
51 平塚御殿 神奈川県平塚市御殿2-2-23
52 平塚幸町 神奈川県平塚市幸町24-2
53 平塚紅谷 神奈川県平塚市紅谷町14-22
54 平塚山下 神奈川県平塚市山下726-8
55 平塚四之宮 神奈川県平塚市四之宮3-1-33



局名 住所
56 平塚吉沢 神奈川県平塚市上吉沢63-7
57 平塚 神奈川県平塚市追分1-33
58 平塚田村 神奈川県平塚市田村6-12-31
59 平塚東中原 神奈川県平塚市東中原1-3-53
60 平塚八幡 神奈川県平塚市東八幡1-2-2
61 平塚徳延 神奈川県平塚市徳延420-1
62 平塚西 神奈川県平塚市南金目1259
63 平塚駅前 神奈川県平塚市八重咲町2-1
64 平塚八千代 神奈川県平塚市八千代町15-13
65 平塚富士見 神奈川県平塚市富士見町7-6
66 平塚本宿 神奈川県平塚市平塚2-30-1
67 平塚豊田 神奈川県平塚市豊田本郷1793-2
68 平塚菫平 神奈川県平塚市菫平8-7
69 南足柄 神奈川県南足柄市関本156
70 塚原 神奈川県南足柄市塚原2631-1
71 和田河原駅前 神奈川県南足柄市和田河原518-3
72 西大磯 神奈川県中郡大磯町国府本郷924
73 大磯 神奈川県中郡大磯町大磯1043-1
74 二宮元町 神奈川県中郡二宮町二宮1326-3
75 二宮 神奈川県中郡二宮町二宮400-8
76 二宮一色 神奈川県中郡二宮町百合が丘2-3-1
77 開成 神奈川県足柄上郡開成町延沢878-1
78 山北岸 神奈川県足柄上郡山北町岸1326-3
79 山北 神奈川県足柄上郡山北町山北191
80 清水 神奈川県足柄上郡山北町川西668-14
81 三保 神奈川県足柄上郡山北町中川921-81
82 寄 神奈川県足柄上郡松田町寄3227
83 松田惣領 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1192-2
84 松田 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1596-1
85 大井金子 神奈川県足柄上郡大井町金子1669-4
86 曾我 神奈川県足柄上郡大井町上大井497-3
87 中井井ノ口 神奈川県足柄上郡中井町井ﾉ口1871-6
88 中井 神奈川県足柄上郡中井町半分形21-5
89 真鶴 神奈川県足柄下郡真鶴町岩298
90 岩 神奈川県足柄下郡真鶴町岩639
91 真鶴港 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴834
92 吉浜 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1396
93 福浦 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜378-1
94 湯河原温泉 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上475-4
95 湯河原 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥2-2-5
96 湯河原駅前 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5-2-32
97 芦ノ湯 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯18
98 箱根宮城野 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野下河原615
99 箱根強羅 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-39
100 箱根宮ノ下 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷467
101 仙石原 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原25-1
102 箱根湯本 神奈川県足柄下郡箱根町湯本383-1
103 箱根町 神奈川県足柄下郡箱根町箱根79


