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音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在

名称 所在地 警察署名

九段坂上 千代田区九段北二丁目１番先 麹町

九段下 千代田区九段南一丁目６番１号先 麹町

平河町 千代田区永田町二丁目１８番２号先 麹町

半蔵門 千代田区麹町一丁目２番地１先 麹町

霞が関一丁目 千代田区霞が関一丁目２番１号先 麹町

麹町四丁目 千代田区麹町四丁目１番先 麹町

市ヶ谷駅前 千代田区九段北四丁目４番先 麹町

竹橋 千代田区千代田１番先 麹町

飯田橋一丁目 千代田区飯田橋一丁目３番７号先 麹町

国会正門前 千代田区永田町一丁目１番先 麹町

九段南一丁目 千代田区九段南一丁目６番５号先 麹町

霞が関二丁目 千代田区霞が関二丁目２番１号先 麹町

麹町一丁目 千代田区麹町一丁目３番地先 麹町

一口坂 千代田区九段北三丁目２番７号先 麹町

千鳥ヶ淵 千代田区北の丸公園１番２号先 麹町

国会図書館前 千代田区永田町一丁目１１番１６号先 麹町

四谷駅前 千代田区麹町六丁目６番地先 麹町

田安門前 千代田区九段北一丁目１４番６号先 麹町

飯田橋二丁目 千代田区飯田橋三丁目１番３号先 麹町

一番町 千代田区一番町４番４号先 麹町

飯田橋三丁目 千代田区飯田橋三丁目５番１号先 麹町

靖国神社南門 千代田区九段南三丁目７番１０号先 麹町

三宅坂 千代田区永田町一丁目８番２号先 麹町

国会前 千代田区霞が関二丁目１番３号先 麹町

財務省上 千代田区永田町一丁目３番地先 麹町

五番町 千代田区五番町１０番地先 麹町

隼町 千代田区隼町四番２号先 麹町

麹町六丁目 千代田区麹町六丁目２番地先 麹町

竹橋第二 千代田区一ツ橋一丁目２番先 麹町

三番町 千代田区三番町３０番地先 麹町

東郷公園入口 千代田区九段北四丁目２番１号先 麹町

家政学院角 千代田区三番町２２番地先 麹町

大妻学園前 千代田区三番町５番地先 麹町

九段北一丁目 千代田区九段北一丁目１２番１号先 麹町

麹町小学校入口 千代田区一番町１０番地先 麹町

番町出張所前 千代田区麹町二丁目１４番地先 麹町

飯田橋駅西口 千代田区富士見二丁目９番４号先 麹町

番町小学校入口 千代田区四番町５番地先 麹町

衆議院会館前 千代田区永田町二丁目２番１号先 麹町
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音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在

名称 所在地 警察署名

参議院宿舎前 千代田区麹町四丁目５番地７先 麹町

総理官邸前 千代田区永田町二丁目２番１号先 麹町

九段中等学校前 千代田区富士見一丁目2番11号先 麹町

靖国神社前 千代田区九段北二丁目１番１号先 麹町

外務省上 千代田区霞が関二丁目２番１号先 麹町

麹町三丁目 千代田区麹町三丁目２番地先 麹町

九段南三丁目 千代田区九段南三丁目９番１６号先 麹町

墓苑入口 千代田区三番町１番地先 麹町

麹町警察署前 千代田区麹町一丁目３番地先 麹町

参議院会館前 千代田区永田町一丁目７番１号先 麹町

飯田橋駅東口 千代田区飯田橋四丁目９番１０号先 麹町

富士見小学校前 千代田区富士見一丁目１０番３号先 麹町

東郷公園前 千代田区三番町１８番地先 麹町

日本医科大病院裏 千代田区飯田橋三丁目５番先 麹町

紀尾井坂下 千代田区紀尾井町４番３号先 麹町

永田町二丁目 千代田区永田町二丁目１９番１１号先 麹町

飯田橋保育園南 千代田区飯田橋三丁目３番１号先 麹町

麹町四丁目下 千代田区麹町三丁目４番地先 麹町

日本テレビ前 千代田区六番町３番地先 麹町

私学会館前 千代田区九段北四丁目２番１１号先 麹町

鉄道弘済会館前 千代田区麹町五丁目1番先 麹町

二番町 千代田区二番町３番地先 麹町

四谷駅前第二 千代田区麹町六丁目６番地６先 麹町

九段小学校西 千代田区三番町１８番地先 麹町

麹町一丁目第二 千代田区麹町二丁目１２番地先 麹町

五味坂交番前 千代田区三番町５番地６先 麹町

九段高校西 千代田区富士見一丁目１０番先 麹町

霞が関三丁目 千代田区霞が関三丁目２番２号先 麹町

二松学舎前 千代田区三番町２番地１７ 麹町

新川橋西詰 千代田区飯田橋二丁目１番２号先 麹町

あいあい橋 千代田区飯田橋三丁目１０番先 麹町

千代田区役所前 千代田区九段南一丁目２番１号先 麹町

番町小学校北 千代田区五番町１２番５号先 麹町

東京駅中央口前  千代田区丸の内二丁目4番1号先 丸の内

日比谷 千代田区日比谷公園１番１号先 丸の内

霞門 千代田区霞ヶ関一丁目１番３号先 丸の内

工業クラブ前 千代田区丸の内一丁目５番１号先 丸の内

内幸町 千代田区日比谷公園１番３号先 丸の内

有楽町ガード東 千代田区有楽町二丁目３番６号先 丸の内
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音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在

名称 所在地 警察署名

有楽町ガード西 千代田区有楽町一丁目６番６号先 丸の内

新国際ビル前 千代田区有楽町一丁目１１番１号先 丸の内

東京国際フォーラム西 千代田区丸の内二丁目７番１号先 丸の内

大手町駅前 千代田区大手町一丁目５番先 丸の内

有楽町駅日比谷口前 千代田区有楽町一丁目１０番１号先 丸の内

有楽町駅中央口前 千代田区有楽町一丁目１０番１号先 丸の内

中央郵便局前 千代田区丸の内二丁目７番２号先 丸の内

東京駅丸の内北口前 千代田区丸の内一丁目６番６号先 丸の内

気象庁前 千代田区大手町一丁目３番５号先 丸の内

東京駅丸の内南口前 千代田区丸の内二丁目７番２号地先 丸の内

有楽町一丁目 千代田区有楽町一丁目６番３号先 丸の内

二重橋前 千代田区皇居外苑２番１号先 丸の内

東京国際フォーラム東 千代田区丸の内三丁目５番１号先 丸の内

坂下門前 千代田区皇居外苑３番１号先 丸の内

馬場先門 千代田区丸の内三丁目2番2号先 丸の内

大手町 千代田区丸の内一丁目３番２号先 丸の内

丸の内一丁目ガード西 千代田区大手町二丁目２番１号先 丸の内

大手町ビル北角 千代田区大手町一丁目２番４号先 丸の内

日比谷公園正門前 千代田区日比谷公園１番２号先 丸の内

和田倉門 千代田区皇居外苑３番先 丸の内

大手町一丁目 千代田区大手町一丁目９番１号先 丸の内

平川門 千代田区大手町一丁目４番２号先 丸の内

和田倉門外交番前 千代田区皇居外苑３番１号先 丸の内

新幸橋 千代田区内幸町一丁目１番３号先 丸の内

丸の内仲通り 千代田区丸の内三丁目２番３号先 丸の内

大手町ファーストスクエア前  千代田区丸の内一丁目４番1号先 丸の内

中央郵便局裏 千代田区丸の内二丁目７番１号先 丸の内

丸の内三丁目 千代田区丸の内三丁目５番２号先 丸の内

東京駅南口第二 千代田区丸の内一丁目１０番１４号先 丸の内

丸の内駐車場上 千代田区丸の内二丁目３番２号先 丸の内

丸の内駐車場上第二 千代田区丸の内二丁目３番２号先 丸の内

区立内幸町ホール前 千代田区内幸町一丁目２番２号先 丸の内

大手町二丁目 千代田区大手町二丁目３番６号先 丸の内

美土代町 千代田区神田錦町一丁目２番地１先 神田

神田警察署前 千代田区神田錦町三丁目２０番地先 神田

鎌倉橋 千代田区内神田一丁目６号１０号先 神田

三崎町 千代田区西神田二丁目８番１１号先 神田

司町 千代田区内神田二丁目１５番９号先 神田

駿河台下 千代田区神田小川町三丁目３番地先 神田
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音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在

名称 所在地 警察署名

錦町河岸  千代田区神田錦町三丁目１９番地先 神田

専大前 千代田区神田神保町二丁目４番地先 神田

一ツ橋 千代田区神田錦町三丁目７番地先 神田

お茶の水駅西口前 千代田区神田駿河台二丁目３番地先 神田

神田橋 千代田区神田錦町一丁目２７番地４先 神田

教育会館前 千代田区一ツ橋二丁目６番２号先 神田

西神田 千代田区神田神保町二丁目３８番地先 神田

神保町 千代田区神田神保町一丁目９番地先 神田

小川町 千代田区神田小川町一丁目５番地先 神田

淡路町 千代田区神田須田町一丁目２番地先 神田

水道橋駅前 千代田区神田三崎町二丁目９番１８号先 神田

小川町二丁目 千代田区神田小川町二丁目５番地１先 神田

司町二丁目 千代田区神田司町二丁目９番地先 神田

聖橋 千代田区神田駿河台四丁目５番地先 神田

一ツ橋河岸 千代田区神田錦町三丁目７番地先 神田

救世軍本部前 千代田区神田神保町一丁目１３番地先 神田

西神田一丁目 千代田区西神田一丁目２番５号先 神田

神田電話局前 千代田区神田多町二丁目３番地先 神田

雉子橋 千代田区一ツ橋二丁目２番１号 神田

明大本校前 千代田区神田駿河台一丁目３番地先 神田

竜閑橋 千代田区内神田二丁目１番１２号先 神田

駿河台下第二 千代田区神田神保町一丁目２番地先 神田

雉子橋第二 千代田区一ツ橋二丁目２番１号 神田

神田錦町二丁目 千代田区神田錦町二丁目２番地先 神田

駿河台三丁目第二 千代田区神田駿河台三丁目９番地先 神田

三崎町二丁目 千代田区三崎町三丁目１番先 神田

共立女子大学前 千代田区神田神保町一丁目１０３番地先 神田

神田西口通り 千代田区内神田一丁目９番１０号先 神田

淡路町二丁目 千代田区神田淡路町二丁目１０１番地先 神田

神田錦町一丁目 千代田区神田錦町一丁目１９番地先 神田

美土代町第二 千代田区神田錦町一丁目９番地先 神田

水道橋駅西口 千代田区三崎町三丁目９番１号先 神田

内神田二丁目 千代田区内神田一丁目９番１３号先 神田

神田錦町二丁目第二 千代田区神田錦町二丁目２番地先 神田

小川町第二 千代田区神田錦町一丁目１６番地先 神田

小川町三丁目 千代田区神田小川町三丁目２２番地先 神田

錦町三丁目第二 千代田区神田小川町三丁目７番地５先 神田

駿河台四丁目 千代田区神田駿河台四丁目２番地先 神田

竜閑橋第二 千代田区内神田三丁目３番８号先 神田
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音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在

名称 所在地 警察署名

神保町二丁目 千代田区神田神保町二丁目２６番地先 神田

三崎町三丁目 千代田区三崎町三丁目３番２５号先 神田

爼橋 千代田区神田神保町三丁目７番地先 神田

明大学館前 千代田区神田駿河台二丁目１番地４５先 神田

結核予防会館前 千代田区三崎町一丁目４番６号先 神田

竜閑橋東 千代田区内神田三丁目２番１１号先 神田

駿河台三丁目 千代田区神田駿河台三丁目１１番地先 神田

さくら通り 千代田区神田神保町三丁目１３番地先 神田

淡路町南 千代田区神田司町二丁目８番地先 神田

西神田一丁目第二 千代田区西神田一丁目２番１２号先 神田

神田税務署前 千代田区神田錦町三丁目２２番地先 神田

多町 千代田区神田多町二丁目９番地１先 神田

水道橋駅西口第二 千代田区三崎町三丁目８番１号先 神田

三崎町三丁目北 千代田区三崎町三丁目４番８号先 神田

神保町一丁目 千代田区神田錦町三丁目２６番地先 神田

神田駅北口 千代田区神田鍛冶町三丁目２番地先 万世橋

岩本町 千代田区岩本町三丁目１０番先 万世橋

今川橋 千代田区鍛冶町二丁目２番１号先 万世橋

外神田五丁目 千代田区外神田六丁目１４番２号先 万世橋

秋葉原駅東口前 千代田区神田平河町４番地先 万世橋

神田駅南口前 千代田区鍛冶町二丁目1番１号先 万世橋

東松下町 千代田区神田東松下町１４番地先 万世橋

佐久間町四丁目 千代田区神田佐久間町四丁目１８番地先 万世橋

岩本町三丁目 千代田区岩本町二丁目５番９号先 万世橋

神田駅前 千代田区鍛冶町二丁目２番７号先 万世橋

昌平橋 千代田区外神田二丁目１番１６号先 万世橋

外神田三丁目 千代田区外神田四丁目１番１号先 万世橋

万世橋 千代田区外神田一丁目１番１４号先 万世橋

須田町 千代田区神田須田町一丁目５番地先 万世橋

外神田一丁目 千代田区外神田一丁目１４番２号先 万世橋

神田駅東口 千代田区鍛冶町二丁目１３番先 万世橋

和泉小学校前 千代田区神田佐久間町三丁目２９番先 万世橋

秋葉原駅南 千代田区外神田一丁目１６番９号先 万世橋

ほほえみプラザ北 千代田区岩本町三丁目５番１２号先 万世橋

鍛冶町第二 千代田区鍛冶町二丁目１０番１号先 万世橋

神田市場入口 千代田区神田和泉町一丁目１番４号先 万世橋

一八通り 千代田区神田須田町一丁目２６番地先 万世橋

和泉町 千代田区神田和泉町２番地先 万世橋

美倉橋北 千代田区神田佐久間町四丁目１１番地先 万世橋
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音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在

名称 所在地 警察署名

松永町 千代田区神田松永町１９番地先 万世橋

外神田四丁目 千代田区外神田三丁目１５番１号先 万世橋

内神田三丁目 千代田区内神田三丁目２２番５号先 万世橋

佐久間町二丁目 千代田区神田佐久間町二丁目１８番地先 万世橋

鍛冶町交番前 千代田区神田鍛冶町三丁目３番先 万世橋

和泉橋北詰 千代田区神田佐久間町一丁目２１番地先 万世橋

神田佐久間町一丁目 千代田区神田佐久間町一丁目８番地３先 万世橋

岩本町大門通り第二 千代田区岩本町二丁目１３番４号先 万世橋

千桜小学校西 千代田区神田須田町二丁目６番地先 万世橋

交通広場前 千代田区外神田四丁目１４番先 万世橋

神田花岡町 千代田区神田花岡町一丁目６番先 万世橋

神田松永町 千代田区神田松永町１１番地先 万世橋

神田練塀町 千代田区神田練塀町７６番地先 万世橋

神田消防署前 千代田区外神田4丁目１３番７号先 万世橋

須田町第二 千代田区須田町一丁目１４番地１先 万世橋

飯田橋 千代田区飯田橋四丁目１０番先 牛込

室町二丁目 中央区日本橋室町一丁目５番５号先 中央

東京証券取引所前 中央区日本橋茅場町一丁目１番９号先 中央

鍛冶橋 中央区八重州二丁目８番２１号先 中央

室町二丁目第二 中央区日本橋室町二丁目４番３号先 中央

兜町一丁目 中央区日本橋茅場町一丁目６番１８号先 中央

浜町中の橋 中央区日本橋浜町二丁目２３番７号先 久松

人形町 中央区日本橋人形町三丁目７番１３号先 久松

日本橋支所前 中央区日本橋蛎殻町二丁目２番４号先 久松

東日本橋三丁目 中央区東日本橋三丁目８番２号先 久松

箱崎町 中央区日本橋箱崎町４１番１２号先 久松

ターミナルビル前 中央区日本橋蛎殻町一丁目３５番５号先 久松

隅田川大橋北詰 中央区日本橋箱崎町２５番９号先 久松

鎧橋東詰 中央区日本橋小網町７番２号先 久松

数寄屋橋 中央区銀座四丁目１番２号先 築地

入船橋 中央区新富二丁目１４番６号先 築地

土橋 中央区銀座八丁目３番７号先 築地

聖路加病院前 中央区明石町１２番１号先 築地

築地警察署前 中央区築地一丁目６番 築地

築地暁橋 中央区明石町１１番１５号先 築地

聖路加ガーデン前 中央区明石町１３番１号先 築地

明石小学校前 中央区明石町９番１号先 築地

月島三丁目 中央区月島一丁目２７番６号先 月島

勝どき駅前 中央区勝どき一丁目７番１号先 月島
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名称 所在地 警察署名

月島第二幼小前 中央区勝どき一丁目４番１号先 月島

初見橋 中央区佃二丁目１７番８号先 月島

新月橋 中央区月島一丁目３番１６号先 月島

月島出張所前 中央区月島三丁目１２番５号先 月島

晴海二丁目 中央区晴海一丁目８番１０号先 月島

晴月橋南 中央区晴海一丁目６番先 月島

佃二丁目北 中央区佃二丁目１１番先 月島

大門 港区浜松町一丁目２７番１１号先 愛宕

新橋駅銀座口前 港区新橋一丁目１２番６号先 愛宕

金杉橋北詰 港区浜松町二丁目１３番２号先 愛宕

港図書館前 港区芝公園一丁目３番１９号先 愛宕

御成門 港区西新橋三丁目２４番６号先 愛宕

愛宕警察署前 港区新橋六丁目１８番１２号先 愛宕

増上寺前 港区芝公園二丁目１番先 愛宕

浜松町二丁目 港区芝浜松町二丁目７番１号先 愛宕

芝商業高校前 港区海岸一丁目4番12号先 愛宕

芝郵便局前 港区新橋六丁目１番１１号先 愛宕

虎ノ門一丁目 港区虎ノ門一丁目１５番１１号先 愛宕

芝公園グランド前 港区芝公園二丁目７番１号先 愛宕

港区役所前 港区芝公園三丁目３番先 愛宕

芝大門 港区芝大門二丁目１番１号先 愛宕

新橋福祉会館前 港区新橋六丁目４番１１号先 愛宕

貿易センター前 港区浜松町一丁目３０番１１号先 愛宕

浜松町駅前 港区海岸一丁目１番先 愛宕

浜松町二丁目第二 港区浜松町二丁目６番１６号先 愛宕

虎ノ門二丁目西 港区虎ノ門二丁目２番２号 愛宕

東京タワー北 港区芝公園三丁目５番１２号先 愛宕

愛宕警察署北 港区新橋六丁目１９番１号先 愛宕

竹芝桟橋前 港区海岸一丁目１３番先 愛宕

竹芝桟橋入口 港区海岸一丁目９番１１号先 愛宕

旧芝離宮恩賜庭園北 港区海岸一丁目２番１号先 愛宕

札の辻 港区三田三丁目５番先 三田

田町駅西口 港区芝五丁目３４番９号先 三田

金杉橋 港区芝一丁目１番先 三田

高輪大木戸跡 港区三田三丁目１１番２２号先 三田

慶応大学東門 港区三田二丁目１３番１０号先 三田

三田二丁目 港区芝五丁目１４番１０号先 三田

芝五丁目 港区芝四丁目４番１４号先 三田

八千代橋 港区芝浦三丁目２０番１１号先 三田
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赤羽橋南 港区三田一丁目３番２４号先 三田

芝四丁目 港区芝四丁目８番２号先 三田

芝園橋 港区芝二丁目７番１７号先 三田

三田三丁目 港区三田三丁目４番１３号先 三田

芝三丁目 港区芝三丁目３３番１号先 三田

三田五丁目 港区三田五丁目１２番３号先 三田

芝浦三丁目 港区芝浦三丁目１１番７号先 三田

三田四丁目第二 港区三田四丁目１番２７号先 三田

芝浦四丁目 港区芝浦四丁目９番１８号先 三田

慶応大学正門前 港区三田二丁目１５番４５号先 三田

田町駅東口 港区芝浦三丁目１番２８号先 三田

将監橋 港区芝二丁目５番１０号先 三田

三田警察署前 港区芝浦三丁目４番１号先 三田

芝浦小学校前 港区芝浦三丁目１番１６号先 三田

御田小学校前 港区三田四丁目１７番２８号先 三田

竹芝橋 港区芝浦二丁目１７番地２号先 三田

高浜橋北 港区芝浦四丁目１６番３１号先 三田

藻塩橋東 港区芝浦三丁目２０番２号先 三田

慶応中等部前第一 港区三田二丁目１７番１０号先 三田

八千代橋南 港区芝浦四丁目１３番２９号先 三田

鹿島橋 港区芝浦一丁目１６番２５号先 三田

三田聖坂下 港区三田三丁目４番１０号先 三田

芝園橋東 港区芝二丁目５番先 三田

札の辻南 港区三田三丁目１３番１６号先 三田

聖坂 港区三田三丁目３番１２号先 三田

芝浦一丁目北 港区芝浦一丁目３番２号先 三田

亀塚公園前 港区三田四丁目１６番先 三田

区立ヒューマンぷらざ前 港区芝一丁目８番２８号先 三田

渚橋北詰 港区芝浦三丁目１８番１７号 三田

芝浦郵便局前 港区芝浦三丁目３番６号先 三田

芝浦アイランド 港区芝浦四丁目２２番１号先 三田

水上バス乗場前 港区海岸二丁目７番先 三田

海岸三丁目 港区海岸三丁目１２番７号先 三田

三田五丁目第二 港区三田四丁目７番２７号先 三田

品川駅前 港区高輪三丁目２６番２６号先 高輪

泉岳寺 港区高輪二丁目２０番２４号先 高輪

明治学院前 港区白金台一丁目２番３７号先 高輪

天神坂下 港区高輪一丁目１８番１４号先 高輪

魚らん坂下 港区三田五丁目２１番先 高輪
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高輪台 港区高輪三丁目８番１２号先 高輪

高輪ぷらざ前 港区白金二丁目３番１７号先 高輪

伊皿子 港区高輪一丁目５番２２号先 高輪

港南二丁目 港区港南一丁目６番２７号先 高輪

白金一丁目西 港区白金二丁目３番１号先 高輪

港南四丁目 港区港南四丁目３番先 高輪

東京海洋大学前 港区港南四丁目２番３６号先 高輪

白金の丘学園前 港区白金四丁目１番１２号先 高輪

天神坂上 港区高輪二丁目２番１４号先 高輪

清正公前 港区高輪一丁目１７番１５号先 高輪

白金一丁目 港区高輪一丁目４番４号先 高輪

高輪一丁目 港区高輪一丁目１番先 高輪

白金一丁目北 港区白金一丁目１７番３号先 高輪

三光坂下 港区白金四丁目３番９号先 高輪

白金台五丁目 港区白金台五丁目１９番先 高輪

品川駅東口 港区港南二丁目２番６号先 高輪

魚らん坂下第二 港区高輪一丁目１番５号先 高輪

泉岳寺山門前 港区高輪二丁目１５番５号先 高輪

食肉市場前 港区港南二丁目１２番２３号先 高輪

高松宮邸前 港区高輪二丁目１番５８号先 高輪

伊皿子坂下 港区高輪二丁目１番９号先 高輪

品川駅南 港区港南二丁目１番先 高輪

品川駅港南口北 港区港南二丁目１番先 高輪

品川駅港南口南 港区港南二丁目１番先 高輪

港南小学校前 港区港南四丁目７番先 高輪

三光小学校前 港区白金三丁目１８番２号先 高輪

六本木六丁目 港区六本木七丁目１８番１５号先 麻布

六本木五丁目 港区六本木三丁目１５番２２号先 麻布

一の橋 港区東麻布三丁目９番１１号先 麻布

六本木 港区六本木四丁目９番７号先 麻布

西麻布 港区西麻布一丁目１３番１１号先 麻布

愛育病院前 港区南麻布五丁目６番１号先 麻布

新一の橋 港区東麻布三丁目９番先 麻布

麻布飯倉片町 港区麻布台三丁目１番１号先 麻布

六本木麻布通り 港区六本木三丁目２番１９号先 麻布

東京ミッドタウン前 港区六本木四丁目１２番８号先 麻布

鳥居坂下 港区麻布十番一丁目５番地先 麻布

麻布十番稲荷前 港区麻布十番一丁目４番５号先 麻布

麻布警察署入口 港区六本木三丁目９番１１号先 麻布
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六本木六丁目東 港区六本木六丁目２番３５号先 麻布

六本木三丁目 港区六本木三丁目１４番１２号先 麻布

乃木坂駅前 港区六本木七丁目１番３号先 麻布

有栖川公園前 港区南麻布五丁目７番先 麻布

麻布支所前 港区六本木五丁目６番１４号先 麻布

新一の橋第二 港区麻布十番一丁目２番８号先 麻布

暗闇坂下 港区麻布十番二丁目５番先 麻布

麻布十番二丁目 港区麻布十番四丁目４番１号先 麻布

けやき坂下 港区六本木五丁目１０番２５号先 麻布

鳥居坂西 港区六本木五丁目１１番３５号先 麻布

東京ミッドタウン東 港区赤坂九丁目７番７号先 麻布

麻布飯倉片町東 港区六本木三丁目１６番１９号先 麻布

網代公園北 港区麻布十番一丁目７番９号先 麻布

外苑前 港区北青山二丁目７番８号先 赤坂

権田原 港区元赤坂二丁目２番２１号先 赤坂

表参道 港区南青山三丁目５番２２号先 赤坂

福吉町 港区赤坂一丁目１２番３１号先 赤坂

青山二丁目 港区南青山二丁目１１番１６号先 赤坂

赤坂見附 港区元赤坂一丁目２番１号先 赤坂

青山一丁目 港区元赤坂二丁目１番６号先 赤坂

溜池 港区赤坂二丁目２番１２号先 赤坂

山王下 港区赤坂三丁目５番５号先 赤坂

地下鉄赤坂見附駅前 港区赤坂三丁目１番６号先 赤坂

東京ミッドタウン前第二 港区赤坂九丁目７番３号先 赤坂

赤坂小学校前 港区赤坂八丁目１３番２９号先 赤坂

溜池第二 港区赤坂二丁目４番５号先 赤坂

赤坂日枝神社入口 港区赤坂三丁目３番５号先 赤坂

青山一丁目第二 港区南青山一丁目３番２７号先 赤坂

赤坂郵便局前 港区南青山一丁目１番１号先 赤坂

赤坂三丁目 港区赤坂二丁目１４番３１号先 赤坂

南青山一丁目 港区赤坂八丁目５番３２号先 赤坂

東京ミッドタウン西 港区赤坂九丁目７番４５号先 赤坂

外濠通り赤坂三丁目 港区赤坂三丁目２番６号先 赤坂

赤坂警察署前 港区赤坂一丁目４番７号先 赤坂

赤坂五丁目交番前 港区赤坂五丁目５番１６号先 赤坂

青山斎場前 港区南青山二丁目３３番２０号先 赤坂

赤坂六丁目 港区赤坂六丁目３番１４号先 赤坂

乃木坂下 港区赤坂八丁目１１番２７号先 赤坂

赤坂駅前 港区赤坂五丁目４番３号先 赤坂
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音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在

名称 所在地 警察署名

氷川公園前 港区赤坂六丁目５番先 赤坂

赤坂二丁目交番前 港区赤坂二丁目１２番１号先 赤坂

檜町公園北 港区赤坂六丁目１６番１０号先 赤坂

青山児童館西 港区南青山三丁目１０番先 赤坂

赤坂支所前 港区赤坂四丁目１８番１３号先 赤坂

薬研坂 港区赤坂四丁目１４番１４号 赤坂

海浜公園入口 港区台場二丁目３番４号先 東京湾岸

台場駅前第一  港区台場二丁目５番１号先 東京湾岸

シーリア前 港区台場一丁目５番７号先 東京湾岸

外苑第一ランプ出口 港区元赤坂二丁目２番３２号先 四谷

辰己二丁目 江東区辰己一丁目１０番５７号先 東京湾岸

東雲一丁目第二 江東区東雲一丁目５番２１号先 東京湾岸

辰巳第二小学校前 江東区辰巳一丁目９番先 東京湾岸

船の科学館入口 江東区青海一丁目１番先 東京湾岸

テレコム駅前 江東区青海二丁目６番３号先 東京湾岸

嘉悦学園入口 江東区有明一丁目１番１７号先 東京湾岸

夢の島 江東区新木場一丁目２番１１号先 東京湾岸

千石橋北 江東区新木場一丁目１８番６号先 東京湾岸

夢の島第二 江東区夢の島二丁目１番先 東京湾岸

新木場駅前 江東区新木場一丁目１８番１１号先 東京湾岸

木遣り橋南 江東区有明一丁目２番２２号先 東京湾岸

有明テニスの森駅前 江東区有明一丁目３番２０号先 東京湾岸

清澄三丁目 江東区清澄三丁目７番９号先 深川

扇橋二丁目 江東区扇橋二丁目２２番４号先 深川

白河三丁目 江東区白河三丁目４番３号先 深川

永代二丁目 江東区永代二丁目１２番３号先 深川

木場五丁目 江東区木場二丁目２０番先 深川

門前仲町 江東区門前仲町一丁目７番９号先 深川

豊洲駅前 江東区豊洲二丁目２番１２号先 深川

東陽六丁目 江東区東陽六丁目４番５号先 深川

東陽町駅前 江東区東陽四丁目２番１号先 深川

白河二丁目 江東区白河一丁目４番１１号先 深川

扇橋三丁目 江東区扇橋三丁目１１番７号先 深川

東深川橋 江東区白河町二丁目１７番１０号先 深川

千石二丁目 江東区千石二丁目８番１７号先 深川

千石一丁目 江東区千石一丁目１３番２４号先 深川

深川不動前 江東区富岡一丁目６番６号先 深川

東陽四丁目 江東区東陽四丁目１番２０号先 深川

深川高校前 江東区東陽四丁目１０番８号先 深川
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音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在

名称 所在地 警察署名

枝川一丁目第二 江東区枝川一丁目６番１４号先 深川

新豊洲変電所前 江東区豊洲六丁目１番先 深川

扇橋二丁目第二 江東区扇橋三丁目１５番１０号先 深川

枝川橋東 江東区枝川二丁目５番１０号先 深川

深川五中角 江東区豊洲五丁目５番先 深川

豊洲二丁目 江東区豊洲二丁目５番先 深川

深川井住橋北 江東区東陽六丁目３番２１号先 深川

東陽三丁目東 江東区東陽三丁目２２番１号先 深川

東陽三丁目住宅前 江東区東陽三丁目２２番３２号先 深川

漣橋北 江東区潮見二丁目３番先 深川

東陽二丁目 江東区東陽二丁目４番２４号先 深川

森下駅西 江東区新大橋三丁目３番６号先 深川

江東区役所前 江東区東陽五丁目３１番１９号先 深川

東陽町駅東口 江東区東陽四丁目５番１８号先 深川

扇橋三丁目第二 江東区扇橋三丁目７番３号先 深川

潮見駅南 江東区潮見二丁目１０番２２号先 深川

江東区文化センター東 江東区東陽四丁目１２番３０号先 深川

東陽図書館前 江東区東陽二丁目３番６号先 深川

清澄白河駅 江東区白河二丁目９番５号先 深川

豊洲六丁目 江東区豊洲六丁目2番先 深川

豊洲埠頭口前 江東区豊洲五丁目1番先 深川

豊洲三丁目 江東区豊洲二丁目1番先 深川

区民センター前 江東区大島二丁目４１番１８号先 城東

亀戸五丁目 江東区亀戸五丁目１５番２号先 城東

中川新橋西詰 江東区亀戸九丁目８番先 城東

大島仲の橋 江東区大島七丁目１番１８号先 城東

亀戸七丁目 江東区亀戸七丁目４１番５号先 城東

亀戸駅北口 江東区亀戸五丁目１番１号先 城東

大島八丁目 江東区大島八丁目４２番１１号先 城東

砂町橋 江東区南砂六丁目４番６号先 城東

南砂三丁目 江東区南砂三丁目４番７号先 城東

日曹橋北 江東区南砂三丁目２番１号先 城東

第三大島小学校入口 江東区大島七丁目４１番１１号先 城東

日曹橋 江東区南砂三丁目２番先 城東

南砂五差路 江東区南砂一丁目１１番１５号先 城東

大島六丁目 江東区大島五丁目３５番８号先 城東

環四亀戸七丁目第二 江東区亀戸七丁目４９番４号先 城東

第三砂町小前 江東区南砂四丁目１９番１３号先 城東

江東試験場入口 江東区南砂二丁目３番先 城東
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名称 所在地 警察署名

都立東高校角 江東区南砂六丁目７番先 城東

南砂三丁目公園入口 江東区南砂六丁目２番１号先 城東

南砂二丁目団地入口 江東区南砂二丁目３番３号先 城東

北砂五丁目団地前 江東区北砂五丁目２０番８号先 城東

中川新橋西詰第二 江東区亀戸九丁目８番先 城東

江東試験場前 江東区新砂一丁目７番２４号先 城東

南砂二丁目南公園前 江東区南砂二丁目３番６号先 城東

東大島駅入口 江東区大島九丁目２番先 城東

南砂三丁目公園前 江東区南砂三丁目１４番地先 城東

南砂町駅前 江東区新砂三丁目１４番１号先 城東

江東医療センター入口 江東区新砂三丁目３番先 城東

あゆみ橋 江東区新砂三丁目３番先 城東

南砂町駅西口 江東区新砂二丁目１番先 城東

八潮福祉センター前 品川区八潮一丁目４番先 東京湾岸

北品川二丁目 品川区北品川二丁目３４番３号先 品川

東品川三丁目 品川区東品川三丁目６番７号先 品川

八潮橋 品川区東品川四丁目１１番３４号先 品川

南品川五丁目 品川区南品川五丁目３番１３号先 品川

新東海橋 品川区東品川一丁目３２番３号先 品川

昭和橋 品川区東品川三丁目８番９号先 品川

東品川公園入口 品川区東品川三丁目１５番１０号先 品川

居木橋 品川区北品川四丁目１０番５号先 品川

北品川一丁目 品川区北品川一丁目３番１３号先 品川

西品川三丁目 品川区大崎二丁目１０番１４号先 品川

東品川海上公園 品川区東品川三丁目３２番３６号先 品川

都立高専前 品川区東大井一丁目１１番２５号先 品川

品川職業技術専門校前 品川区東品川三丁目３２番３号先 品川

品川特別支援学校前 品川区南品川六丁目１５番２３号先 品川

新八ツ山橋 品川区北品川四丁目７番先 品川

北品川六丁目 品川区東五反田三丁目２１番５号先 品川

東海道北品川 品川区北品川二丁目２４番５号先 品川

品川図書館前 品川区北品川二丁目３０番先 品川

品川シーサイド駅 品川区東品川四丁目１３番１４号先 品川

新東海橋東 品川区東品川二丁目２番２８号先 品川

八潮橋北 品川区東品川四丁目１２番１号先 品川

品川区役所前 品川区広町二丁目１番３６号先 品川

東品川シルバーセンター前 品川区東品川三丁目３２番１２号先 品川

百反坂下 品川区西品川三丁目２１番先 品川

品川区役所前第二 品川区西品川一丁目２７番先 品川

15



音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在
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大井町駅東口 品川区東大井五丁目１６番５号先 大井

立会川 品川区東大井二丁目２３番２号先 大井

大井町駅西口 品川区大井一丁目１番１号先 大井

ゼームス坂上 品川区東大井五丁目１５番４号先 大井

鈴ヶ森 品川区南大井三丁目10番先 大井

大井権現 品川区大井一丁目１番１６号先 大井

西大井二丁目 品川区西大井二丁目４番７号先 大井

大井一丁目 品川区大井一丁目３７番１０号先 大井

鮫洲試験場前 品川区東大井一丁目１２番５号先 大井

品川区役所入口 品川区大井一丁目１６番２号先 大井

鈴ヶ森第二 品川区南大井二丁目１０番６号先 大井

大井一丁目第二 品川区大井一丁目３５番３号先 大井

大井町駅西口第二 品川区大井一丁目１０番３号先 大井

ＪＲ大井町駅南 品川区大井一丁目５０番５号先 大井

ＪＲ大井町駅前 品川区大井一丁目５０番５号先 大井

大井一本橋 品川区大井一丁目２０番２９号先 大井

きゅりあん裏 品川区東大井五丁目２３番３７号先 大井

大井鎧橋 品川区大井一丁目４９番１５号先 大井

ＪＲ大井工場前 品川区大井一丁目１番先 大井

大森駅北口入口 品川区南大井六丁目２３番１号先 大井

大井町駅東口第二 品川区大井一丁目２番先 大井

八潮地域センター前 品川区八潮五丁目１０番２７号先 大井

ちょうちょ橋 品川区八潮五丁目８番先 大井

中央海浜公園前 品川区八潮四丁目２番先 大井

大井海浜公園前 品川区八潮四丁目１番先 大井

大井町駅入口 品川区大井二丁目１番５号先 大井

五反田駅旧ガード下 品川区東五反田一丁目２６番６号先 大崎

目黒駅西口前 品川区上大崎四丁目２番８号先 大崎

大崎広小路 品川区西五反田八丁目４番１３号先 大崎

目黒駅東口前 品川区上大崎三丁目１番先 大崎

西五反田一丁目 品川区西五反田一丁目３３番１０号先 大崎

五反田駅新ガード下 品川区東五反田一丁目２６番１号先 大崎

目蒲線ガード下 品川区西五反田五丁目１番１号先 大崎

上大崎二丁目 品川区上大崎二丁目２５番５号先 大崎

上大崎三丁目第二 品川区西五反田二丁目１番１号先 大崎

大崎四丁目 品川区大崎四丁目２番２号先 大崎

目黒駅ビル前 品川区上大崎二丁目１５番２１号先 大崎

大崎駅西口第二 品川区大崎一丁目２１番４号先 大崎

大崎駅西口 品川区大崎二丁目１番１号先 大崎
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平塚橋交番前 品川区西中延一丁目１番１０号先 荏原

戸越銀座 品川区平塚一丁目６番１４号先 荏原

昭和医大前 品川区旗の台一丁目２番１４号先 荏原

昭和医大前第二 品川区旗の台一丁目６番１６号先 荏原

旗の台駅入口 品川区旗の台一丁目４番１３号先 荏原

旗の台二丁目 品川区旗の台二丁目１１番６号先 荏原

戸越銀座入口 品川区平塚三丁目２番１７号先 荏原

小山四丁目 品川区小山四丁目４番７号先 荏原

荏原四丁目 品川区荏原四丁目１番１号先 荏原

小山三丁目 品川区小山四丁目４番２２号先 荏原

第二延山小角 品川区旗の台一丁目２番１号先 荏原

武蔵小山駅西 品川区小山四丁目２番１号先 荏原

大森北一丁目 品川区南大井三丁目３５番１０号先 大森

大森北五差路 品川区南大井六丁目２７番２０号先 大森

大森海岸駅西 品川区南大井三丁目３１番先 大森

大森駅東口広場前 品川区南大井六丁目２８番８号先 大森

平和島駅入口 大田区大森北六丁目２８番１号先 大森

大森第一小学校前 大田区大森中一丁目１０番７号先 大森

春日橋 大田区山王三丁目１３番４号先 大森

大田文化の森 大田区中央二丁目１０番１号先 大森

大森町駅入口 大田区大森中一丁目２番２３号先 大森

八幡中央通り 大田区大森北三丁目１番１号先 大森

大森東四丁目 大田区大森東四丁目１９番３１号先 大森

山王 大田区山王二丁目１番８号先 大森

大森駅ガード下 大田区大森北一丁目３８番先 大森

大森赤十字病院入口 大田区中央三丁目１番３号先 大森

大森本町二丁目 大田区大森本町二丁目１番１９号先 大森

入新井四小入口 大田区中央三丁目５番７号先 大森

東邦大学病院前 大田区大森西六丁目１１番先 大森

入新井第一小学校前 大田区大森北四丁目６番７号先 大森

臼田坂下 大田区中央四丁目３１番１号先 大森

大森郵便局前 大田区山王三丁目９番１３号先 大森

環七美原通り 大田区大森本町二丁目３３番５号先 大森

大森青少年センター入口 大田区大森北一丁目１５番１号先 大森

八幡中央通り第二 大田区大森北一丁目１９番１２号先 大森

大森駅西口第三 大田区山王二丁目８番２６号先 大森

大森東三丁目 大田区大森東二丁目２３番１１号先 大森

中央一丁目 大田区中央二丁目７番３号先 大森

入新井児童公園前 大田区大森北一丁目５番先 大森
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大森駅西口第二 大田区山王二丁目８番先 大森

入新井第一小学校東 大田区大森北四丁目７番４号先 大森

洗足池駅前 大田区南千束二丁目１番５号先 田園調布

⾧原駅入口 大田区上池台一丁目４４番１号 田園調布

田園調布警察署前 大田区田園調布一丁目１番８号先 田園調布

上池上稲荷坂 大田区上池台五丁目６番１号先 田園調布

荏原病院前 大田区東雪谷四丁目５番１０号先 田園調布

貝塚 大田区中馬込一丁目１番１７号先 田園調布

御嶽神社入口 大田区田園調布本町５６番５号先 田園調布

大岡山駅前 大田区北千束三丁目２７番１号先 田園調布

大鳥居 大田区羽田一丁目１番１号先 蒲田

蒲田郵便局前 大田区蒲田四丁目４２番１２号先 蒲田

蒲田消防署前 大田区蒲田本町二丁目２９番１２号先 蒲田

蒲田四丁目北 大田区蒲田四丁目２０番１号先 蒲田

大田区役所入口 大田区蒲田本町一丁目１番３号先 蒲田

夫婦橋 大田区南蒲田一丁目１番２５号先 蒲田

あやめ橋 大田区蒲田一丁目３１番１号先 蒲田

西蒲田八丁目第二 大田区新蒲田一丁目１３番５号 蒲田

蒲田駅東口南 大田区蒲田五丁目３９番２号先 蒲田

蒲田駅東口中央 大田区蒲田五丁目１６番１号先 蒲田

蒲田交差西口 大田区西蒲田五丁目２７番１０号先 蒲田

蒲田五丁目 大田区蒲田五丁目２４番２号先 蒲田

糀谷駅入口 大田区萩中二丁目１番２４号先 蒲田

西蒲田七丁目 大田区西蒲田七丁目９番５号先 蒲田

蒲田四丁目南 大田区蒲田四丁目２９番１号先 蒲田

御園神社前 大田区西蒲田七丁目３９番５号先 蒲田

蒲田警察署前 大田区蒲田本町二丁目３番３号先 蒲田

太田区役所前 大田区蒲田五丁目４０番１０号先 蒲田

御園神社前第二 大田区西蒲田七丁目５１番５号先 蒲田

蒲田駅西口 大田区西蒲田七丁目４７番３号先 蒲田

御園神社前第三 大田区西蒲田七丁目４８番１号先 蒲田

蒲田五丁目第二 大田区蒲田五丁目１７番２号先 蒲田

蒲田駅西口第二 大田区西蒲田七丁目２９番５号先 蒲田

西蒲田七丁目第二 大田区西蒲田七丁目３１番１号先 蒲田

西蒲田七丁目第三 大田区西蒲田七丁目３３番１号先 蒲田

萩中小学校前 大田区萩中三丁目２５番先 蒲田

京急蒲田駅西口 大田区蒲田三丁目２０番４号先 蒲田

仲蒲田公園入口 大田区蒲田四丁目４１番１号先 蒲田

蒲田八幡神社前 大田区蒲田四丁目１８番１７号先 蒲田
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蒲田四丁目南第二 大田区蒲田五丁目３６番先 蒲田

蒲田二丁目 大田区蒲田二丁目１８番２４号先 蒲田

蒲田東口公園前 大田区蒲田五丁目３８番３号先 蒲田

蒲田社会保険所前 大田区蒲田四丁目２３番１５号先 蒲田

下丸子三丁目 大田区下丸子三丁目２８番１１号先 池上

大田都税前 大田区西蒲田六丁目３３番１号先 池上

矢口二丁目南 大田区矢口二丁目１０番６号先 池上

谷中通り 大田区南馬込二丁目２８番１号先 池上

池上橋南 大田区池上三丁目２番１号先 池上

千鳥二丁目西 大田区千鳥二丁目１５番１６号先 池上

多摩川一丁目第二 大田区多摩川一丁目７番６号先 池上

池上特別出張所前 大田区中央八丁目２番２０号先 池上

西蒲田六丁目第二 大田区西蒲田七丁目１１番４号先 池上

池上六丁目第二 大田区東矢口一丁目４番１８号先 池上

池上六丁目第三 大田区池上六丁目３２番１１号先 池上

武蔵新田駅前第二 大田区矢口一丁目５番先 池上

池上福祉事務所前 大田区池上六丁目４０番３号先 池上

第１ターミナル 大田区羽田空港三丁目３番４号先 東京空港

第２ターミナル 大田区羽田空港三丁目４番先 東京空港

三軒茶屋 世田谷区太子堂二丁目１５番４号先 世田谷

池尻 世田谷区池尻二丁目３４番１５号先 世田谷

三宿町 世田谷区太子堂一丁目４番３６号先 世田谷

太子堂 世田谷区三軒茶屋一丁目４１番１１号先 世田谷

上町駅前 世田谷区世田谷三丁目３番先 世田谷

中里駅前 世田谷区上馬一丁目１６番６号先 世田谷

松陰神社入口 世田谷区若林三丁目１７番１号先 世田谷

世田谷区役所入口 世田谷区世田谷四丁目５番２号先 世田谷

栄通り入口 世田谷区三軒茶屋一丁目３２番１１号先 世田谷

世田谷交番前 世田谷区世田谷四丁目７番１０号先 世田谷

下ノ谷 世田谷区太子堂二丁目２４番６号先 世田谷

駒沢中学校角 世田谷区駒沢二丁目４３番１１号先 世田谷

三軒茶屋第二 世田谷区太子堂四丁目１番１号先 世田谷

三軒茶屋第三 世田谷区太子堂四丁目１番１号先 世田谷

桜丘四丁目 世田谷区桜丘四丁目１番１１号先 世田谷

世田谷警察署前 世田谷区上馬一丁目３２番１２号先 世田谷

笹原小学校北 世田谷区桜丘二丁目２５番１２号先 世田谷

三軒茶屋一丁目 世田谷区三軒茶屋一丁目２９番１３号先 世田谷

世田谷税務署前 世田谷区世田谷四丁目１４番３０号先 世田谷

上町西 世田谷区世田谷一丁目２５番１３号先 世田谷
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三軒茶屋二丁目 世田谷区上馬二丁目２９番１号先 世田谷

世田谷三丁目 世田谷区世田谷三丁目２０番１号先 世田谷

松丘小学校南 世田谷区弦巻四丁目２８番１４号先 世田谷

千歳船橋東 世田谷区経堂位四丁目１７番先 世田谷

桜木中学校南 世田谷区世田谷二丁目２０番８号先 世田谷

松原六丁目 世田谷区松原六丁目３５番２号先 北沢

代沢十字路 世田谷区代沢四丁目４番３号先 北沢

光明養護学校前 世田谷区松原六丁目４番２号先 北沢

梅丘二丁目 世田谷区梅丘一丁目６２番１６号先 北沢

下北沢駅入口 世田谷区北沢二丁目５番１０号先 北沢

梅ヶ丘駅入口西 世田谷区梅丘一丁目３５番１号先 北沢

都立梅ヶ丘病院前 世田谷区松原六丁目３９番１１号先 北沢

経堂五丁目北 世田谷区経堂四丁目３２番１１号先 北沢

梅ヶ丘駅西 世田谷区梅丘1丁目２４番１４号先 北沢

経堂駅北口 世田谷区宮坂3丁目１1番１２号先 北沢

二子玉川駅 世田谷区玉川三丁目１７番１号先 玉川

駒沢 世田谷区駒沢四丁目１８番１６号先 玉川

尾山台駅前 世田谷区等々力五丁目６番７号先 玉川

神学院下 世田谷区用賀一丁目１２番先 玉川

等々力三丁目 世田谷区等々力四丁目２４番８号先 玉川

野毛公園前 世田谷区中町一丁目９番８号先 玉川

区立ひまわり荘 世田谷区上用賀六丁目３番６号先 玉川

奥沢駅前 世田谷区奥沢三丁目３１番１号先 玉川

上野毛まちづくりセンター 世田谷区中町二丁目３５番９号先 玉川

用賀神社前 世田谷区用賀二丁目３５番１３号先 玉川

用賀駅前 世田谷区用賀二丁目３９番１７号先 玉川

桜町小学校西 世田谷区用賀一丁目１４番先 玉川

桜新町駅前 世田谷区新町二丁目３８番１４号先 玉川

吉沢橋 世田谷区鎌田三丁目１９番１号先 玉川

尾山台駅入口 世田谷区等々力四丁目２４番１７号先 玉川

玉川税務署裏 世田谷区上野毛三丁目２６番３９号先 玉川

用賀駅入口 世田谷区用賀四丁目１番１号先 玉川

二子玉川交番前 世田谷区玉川二丁目２１番先 玉川

千歳烏山駅入口 世田谷区南烏山四丁目１２番１２号先 成城

烏山総合支所入口 世田谷区北烏山六丁目１０番３号先 成城

烏山町下宿 世田谷区南烏山三丁目２５番１５号先 成城

船橋町 世田谷区船橋一丁目３８番１２号先 成城

成城 世田谷区成城二丁目１５番１号先 成城

八幡山駅前 世田谷区上北沢二丁目１番７号先 成城
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塚戸小学校入口 世田谷区千歳台五丁目７番１２号先 成城

烏山総合支所南 世田谷区南烏山六丁目２２番１７号先 成城

世田谷清掃工場前 世田谷区世田谷区大蔵一丁目１番１号 成城

成城駅南 世田谷区成城二丁目３９番７号先 成城

千歳中前 世田谷区千歳台六丁目１５番１号先 成城

上北沢駅入口第三 世田谷区上北沢四丁目１８番１９号先 成城

南烏山五丁目 世田谷区南烏山五丁目３番８号先 成城

北烏山九丁目 世田谷区北烏山六丁目１１番先 成城

千歳船橋駅ガード北 世田谷区桜丘五丁目４７番２３号先 成城

松葉通り高速下 世田谷区北烏山三丁目２６番２７号先 成城

烏山駅前第二 世田谷区南烏山六丁目２９番１号先 成城

都立松沢病院前 世田谷区上北沢二丁目１番１号先 成城

烏山駅南 世田谷区南烏山五丁目１６番先 成城

烏山総合支所前 世田谷区南烏山六丁目２２番１４号先 成城

祖師ヶ谷大蔵駅南 世田谷区砧八丁目８番２１号先 成城

国立成育医療センター前 世田谷区大蔵二丁目１０番１号先 成城

千歳台六丁目 世田谷区千歳台六丁目１６番先 成城

砧総合支所前 世田谷区成城六丁目３番１１号先 成城

久我山盲学校前 世田谷区北烏山四丁目３６番１４号先 高井戸

松原青果出張所北 世田谷区上北沢五丁目２番１号先 高井戸

八幡山駅入口 杉並区上高井戸一丁目９番１号先 成城

新高円寺駅前 杉並区高円寺南二丁目２０番１号先 杉並

高円寺南五丁目 杉並区高円寺南四丁目１３番２号先 杉並

大聖堂入口 杉並区堀ノ内二丁目１１番３２号先 杉並

杉並区役所前 杉並区成田東五丁目４２番１４号先 杉並

東高円寺駅前 杉並区和田三丁目５６番１１号先 杉並

成田東五丁目 杉並区阿佐谷南三丁目１０番１号先 杉並

高円寺陸橋下 杉並区和田三丁目５４番８号先 杉並

大久保通り入口 杉並区高円寺南二丁目５４番９号先 杉並

高円寺駅入口 杉並区高円寺北二丁目１番２４号先 杉並

都バス杉並営業所前 杉並区梅里一丁目１４番２２号先 杉並

阿佐谷南一丁目 杉並区阿佐谷南一丁目３４番９号先 杉並

高円寺南四丁目 杉並区高円寺南四丁目７番１号先 杉並

五日市街道入口 杉並区高円寺南二丁目１６番２号先 杉並

高円寺駅北ガード下 杉並区高円寺南四丁目４７番先 杉並

高円寺駅南口 杉並区高円寺南四丁目２６番１５号先 杉並

杉並第八小学校北 杉並区高円寺南四丁目５番７号先 杉並

高円寺駅北口 杉並区高円寺北二丁目４番４号先 杉並

杉並八小入口 杉並区高円寺南二丁目１５番１５号先 杉並
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高円寺青年館前 杉並区高円寺北二丁目２番６号先 杉並

高円寺駅交番前 杉並区杉並区高円寺北二丁目５番先 杉並

杉並警察署前 杉並区阿佐谷南一丁目１２番３号先 杉並

杉並第八小学校入口北 杉並区高円寺南二丁目４３番９号先 杉並

高円寺南四丁目第二 杉並区高円寺南二丁目５０番２号先 杉並

佼成病院前 杉並区和田二丁目８番３６号先 杉並

環七堀ノ内 杉並区堀ノ内三丁目５２番２２号先 杉並

高円寺前 杉並区高円寺南四丁目１２番１０号先 杉並

高円寺南四丁目北 杉並区高円寺南四丁目２６番先 杉並

柳窪 杉並区高井戸東四丁目１２番４３号先 高井戸

永福町 杉並区永福二丁目６０番３０号先 高井戸

方南町 杉並区和泉四丁目５１番１１号先 高井戸

浜田山駅入口 杉並区浜田山三丁目３５番３８号先 高井戸

和泉二丁目 杉並区和泉二丁目２１番３６号先 高井戸

西高等学校入口 杉並区宮前四丁目３１番１号先 高井戸

宮前三丁目 杉並区宮前三丁目８番６号先 高井戸

久我山駅前 杉並区久我山三丁目２４番１７号先 高井戸

高井戸駅南 杉並区高井戸東二丁目２５番１３号先 高井戸

方南町地下鉄入口 杉並区方南二丁目１９番２号先 高井戸

久我山一丁目 杉並区久我山一丁目７番１号先 高井戸

上北沢駅東 杉並区下高井戸四丁目８番６号先 高井戸

永福南小学校前 杉並区永福一丁目７番先 高井戸

下高井戸公園前 杉並区下高井戸三丁目１２番１２号先 高井戸

方南小学校前 杉並区和泉一丁目３８番７号先 高井戸

宮前五丁目第三 杉並区宮前四丁目３４番２号先 高井戸

岩崎橋北詰 杉並区久我山二丁目１１番６号先 高井戸

荻窪駅前 杉並区上荻一丁目２６番１号先 荻窪

荻窪駅前西 杉並区天沼三丁目３番７号先 荻窪

桃井四丁目 杉並区桃井四丁目３番４号先 荻窪

八丁 杉並区桃井一丁目５番４号先 荻窪

四面道東 杉並区上荻一丁目２５番１号先 荻窪

四面道西 杉並区上荻一丁目２５番１号先 荻窪

天沼八幡 杉並区天沼二丁目４番４号先 荻窪

善福寺 杉並区善福寺一丁目３４番１９号先 荻窪

上井草出張所前 杉並区善福寺一丁目１６番１４号先 荻窪

西荻窪駅前 杉並区西荻北二丁目２番１号先 荻窪

下井草五丁目 杉並区下井草五丁目１１番１５番先 荻窪

西荻窪駅南 杉並区西荻南三丁目１４番７号先 荻窪

荻窪変電所前 杉並区南荻窪四丁目４０番１１号先 荻窪
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桃井一丁目 杉並区上荻二丁目３９番１３号先 荻窪

川南五差路 杉並区南荻窪一丁目２１番５号先 荻窪

関根橋 杉並区西荻北五丁目８番２２号先 荻窪

桃井児童館東 杉並区桃井一丁目３９番１号先 荻窪

中瀬中学校西 杉並区下井草四丁目３番９号先 荻窪

天沼陸橋南 杉並区荻窪四丁目３３番５号 荻窪

井荻駅前 杉並区下井草五丁目１８番１２号先 荻窪

青葉台一丁目 目黒区東山一丁目２番７号先 目黒

中目黒 目黒区中目黒一丁目１０番２２号先 目黒

田道 目黒区目黒二丁目１４番１３号先 目黒

目黒不動入口 目黒区下目黒二丁目２４番７号先 目黒

目黒税務署前 目黒区祐天寺二丁目８番１２号先 目黒

上目黒三丁目 目黒区青葉台一丁目２２番６号先 目黒

駒場町 目黒区駒場二丁目１６番４号先 目黒

守屋図書館前 目黒区中央町二丁目１番１３号先 目黒

中央町二丁目 目黒区中町二丁目４５番８号先 目黒

池尻ランプ前 目黒区大橋一丁目１０番１号先 目黒

中目黒駅前 目黒区上目黒一丁目２２番７号先 目黒

西郷山下 目黒区青葉台二丁目１６番６号先 目黒

青葉台一丁目第二 目黒区青葉台一丁目２８番１２号先 目黒

上目黒二丁目 目黒区上目黒二丁目１０番８号先 目黒

上目黒一丁目 目黒区青葉台一丁目６番先 目黒

東山一丁目 目黒区東山一丁目６番１号先 目黒

上目黒二丁目南 目黒区上目黒二丁目２８番６号先 目黒

西郷山公園前 目黒区青葉台二丁目１０番先 目黒

目黒区総合庁舎前 目黒区中目黒三丁目１３番２２号先 目黒

碑文谷 目黒区碑文谷二丁目２１番１３号先 碑文谷

都立大学駅前 目黒区柿の木坂一丁目３０番８号先 碑文谷

柿の木坂 目黒区柿の木坂三丁目８番１３号先 碑文谷

南一丁目 目黒区南一丁目２４番１０号先 碑文谷

柿の木坂陸橋下 目黒区平町一丁目１番１号先 碑文谷

中根一丁目 目黒区中根一丁目５番１号先 碑文谷

八雲一丁目 目黒区八雲一丁目１番１号先 碑文谷

八雲小学校入口 目黒区柿の木坂一丁目３１番１５号先 碑文谷

大岡山小学校前 目黒区碑文谷三丁目１９番８号先 碑文谷

国立病院東京医療センター正門前 目黒区東が丘二丁目５番１号先 碑文谷

道玄坂下 渋谷区道玄坂二丁目５番９号先 渋谷

渋谷駅前 渋谷区道玄坂二丁目１番１号先 渋谷

宮下公園前 渋谷区渋谷一丁目１６番４号先 渋谷
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恵比寿南 渋谷区恵比寿南二丁目１番１２号先 渋谷

道玄坂上交番前 渋谷区円山町３番６号先 渋谷

恵比寿駅前 渋谷区恵比寿南一丁目５番５号先 渋谷

広尾橋 渋谷区広尾五丁目５番５号先 渋谷

神宮前六丁目 渋谷区神宮前六丁目２０番１０号先 渋谷

渋谷二丁目 渋谷区渋谷二丁目１２番１１号先 渋谷

恵比寿駅東口 渋谷区恵比寿一丁目１１番５号先 渋谷

南平台 渋谷区桜丘町３１番１１号先 渋谷

神南郵便局前 渋谷区神南一丁目２２番１４号先 渋谷

東交番前 渋谷区東一丁目２７番１０号先 渋谷

勤労福祉会館前 渋谷区宇田川町１５番１号先 渋谷

道玄坂二丁目 渋谷区宇田川町３３番５号先 渋谷

美竹交番東 渋谷区渋谷一丁目１７番８号 渋谷

神南一丁目 渋谷区神南一丁目２３番６号先 渋谷

井の頭通り入口 渋谷区神南一丁目２２番３号先 渋谷

東電電力館前 渋谷区神南一丁目９番２号先 渋谷

国学院大学前 渋谷区東四丁目４番２１号先 渋谷

恵比寿駅前第二 渋谷区恵比寿南一丁目１番１号先 渋谷

渋谷駅南口第一 渋谷区道玄坂一丁目２番先 渋谷

広尾病院前 渋谷区広尾五丁目２５番８号先 渋谷

渋谷警察署東 渋谷区渋谷三丁目６番３号先 渋谷

道玄坂二丁目東 渋谷区道玄坂二丁目２９番２０号先 渋谷

宇田川町 渋谷区宇田川町３番１号先 渋谷

並木橋北 渋谷区渋谷三丁目１７番１号先 渋谷

千駄ヶ谷駅前 渋谷区千駄ヶ谷一丁目３５番７号先 原宿

明治神宮北参道 渋谷区千駄ヶ谷四丁目５番１４号先 原宿

明治神宮北参道第二 渋谷区千駄ヶ谷四丁目２７番１号先 原宿

明治神宮北参道第三 渋谷区千駄ヶ谷四丁目６番１５号先 原宿

代々木駅前 渋谷区代々木一丁目３２番１２号先 原宿

鳩森小学校西 渋谷区千駄ヶ谷五丁目１８番１８号先 原宿

原宿駅竹下口 渋谷区神宮前一丁目１７番１号先 原宿

代々木一丁目 渋谷区代々木一丁目１０番１号先 原宿

東郷神社前 渋谷区神宮前一丁目５番１号先 原宿

代々木駅前第二 渋谷区代々木一丁目３６番６号先 原宿

東京体育館南 渋谷区千駄ヶ谷一丁目１４番先 原宿

千駄ヶ谷四丁目 渋谷区千駄ヶ谷四丁目２０番３号先 原宿

神宮前四丁目 渋谷区神宮前四丁目３番６号先 原宿

神宮前小学校南 渋谷区神宮前五丁目８番２号先 原宿

はあとぴあ原宿入口 渋谷区神宮前二丁目１７番先 原宿
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代々木八幡前 渋谷区元代々木町３１番１０号先 代々木

笹塚 渋谷区幡ヶ谷二丁目３１番１号先 代々木

笹塚出張所前 渋谷区笹塚二丁目４９番４号先 代々木

社会教育館前 渋谷区幡ヶ谷二丁目５２番地３号先 代々木

富士見丘高等学校前 渋谷区笹塚二丁目４２番１６号先 代々木

上原三丁目 渋谷区上原三丁目１番１９号先 代々木

青少年センター前 渋谷区代々木神園町３番地先 代々木

代々木上原駅南 渋谷区上原一丁目３０番８号先 代々木

渋谷区役所総合庁舎前 渋谷区神南一丁目６番先 代々木

渋谷税務署前 渋谷区宇田川町６番２９号先 代々木

西新宿三丁目 渋谷区代々木三丁目２５番３号先 新宿

初台 新宿区西新宿三丁目１９番２号先 代々木

柳町 新宿区市谷柳町８番地先 牛込

住吉町 新宿区住吉町４番７号先 牛込

若松町 新宿区原町三丁目３５番地先 牛込

市谷見附 新宿区市谷八幡町２番地１先 牛込

馬場下町 新宿区西早稲田二丁目１番１２号先 牛込

地下鉄早稲田駅前 新宿区馬場下町６１番地先 牛込

矢来町第二 新宿区矢来町１２５番地先 牛込

牛込河田町 新宿区若松町２８番７号先 牛込

原町三丁目 新宿区若松町６番１３号先 牛込

余丁町小学校前 新宿区若松町１５番２号先 牛込

東京女子医大前 新宿区河田町８番１号先 牛込

統計局前 新宿区若松町１９番１号先 牛込

原町小学校前 新宿区原町三丁目１番地先 牛込

喜久井町 新宿区喜久井町３８番地先 牛込

早稲田町 新宿区早稲田町７４番地先 牛込

国立国際医療センター東 新宿区戸山一丁目２１番先 牛込

国立国際医療センター前 新宿区若松町２３番９号先 牛込

河田町西 新宿区河田町１０番１０号先 牛込

若松町出張所前 新宿区若松町２９番７号先 牛込

龍善寺前 新宿区早稲田町１２番地先 牛込

夏目坂上 新宿区喜久井町１４番地先 牛込

戸山ハイツ前 新宿区新宿七丁目２０番１０号先 牛込

税務大学入口 新宿区河田町８番１号先 牛込

戸山町 新宿区戸山三丁目１５番１号先 牛込

児童相談センター前 新宿区大久保三丁目４番１号先 牛込

戸山ハイツ西 新宿区戸山二丁目３３番先 牛込

早稲田大学文学部前 新宿区西早稲田二丁目２番２号先 牛込
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戸山サンライズ前 新宿区戸山一丁目２０番１号先 牛込

戸山ハイツ北 新宿区戸山一丁目２３番地先 牛込

市谷台町第二 新宿区市谷台町９番１２号先 牛込

若松町北 新宿区原町三丁目６１番先 牛込

総務省統計局角 新宿区戸山二丁目１６番１６号先 牛込

新隆慶橋西詰 新宿区新小川町４番１号先 牛込

新宿駅東口 新宿区新宿三丁目２４番１号先 新宿

新宿三丁目第二 新宿区新宿三丁目２６番１５号先 新宿

新宿大ガード西 新宿区西新宿七丁目１０番１号先 新宿

大久保二丁目 新宿区大久保一丁目３番１５号先 新宿

新宿大ガード東 新宿区新宿三丁目２３番７号先 新宿

新宿七丁目 新宿区新宿六丁目２９番１０号先 新宿

成子坂下 新宿区北新宿二丁目２１番２号先 新宿

新宿駅南口 新宿区新宿三丁目３８番先 新宿

新宿六丁目 新宿区歌舞伎町二丁目１番１１号先 新宿

一番街前 新宿区新宿三丁目２３番７号先 新宿

歌舞伎町 新宿区新宿三丁目２３番１２号先 新宿

桜通り前 新宿区新宿三丁目２２番１３号先 新宿

北新宿百人町 新宿区西新宿七丁目６番６号先 新宿

新宿中央公園北 新宿区西新宿二丁目７番１号先 新宿

新宿駅前 新宿区新宿三丁目３８番１号先 新宿

東京医大病院前 新宿区西新宿八丁目４番２号先 新宿

新宿駅西口 新宿区西新宿一丁目１番３号先 新宿

新宿区役所前 新宿区新宿三丁目１５番１１号先 新宿

新大久保駅前 新宿区百人町一丁目１１番２０号先 新宿

地下鉄新宿駅西口前 新宿区西新宿一丁目５番１号先 新宿

成子天神下 新宿区西新宿八丁目１９番２号先 新宿

西新宿一丁目 新宿区西新宿一丁目１８番３号先 新宿

抜弁天 新宿区新宿六丁目２０番６号先 新宿

副都心八号線入口 新宿区西新宿一丁目１９番８号先 新宿

都立戸山高等学校前 新宿区大久保三丁目１４番９号先 新宿

大久保駅前 新宿区百人町一丁目１７番１号先 新宿

新宿警察署前 新宿区西新宿一丁目２６番２号先 新宿

新宿郵便局前 新宿区西新宿一丁目２３番１号先 新宿

西新宿 新宿区西新宿三丁目２番４号先 新宿

大久保小学校入口 新宿区大久保二丁目１８番７号先 新宿

新宿中央公園前 新宿区西新宿二丁目１１番先 新宿

新宿中央公園南 新宿区西新宿二丁目１１番先 新宿

新宿警察署裏 新宿区西新宿六丁目５番３号先 新宿
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新宿副都心四号線入口 新宿区西新宿一丁目２４番１号先 新宿

西新宿二丁目第二 新宿区西新宿一丁目２３番１０号先 新宿

中央通り東 新宿区西新宿一丁目２４番２号先 新宿

副都心五号線入口 新宿区西新宿一丁目２５番２号先 新宿

新宿西口地下道横 新宿区西新宿一丁目４番２号先 新宿

西武新宿駅前 新宿区歌舞伎町一丁目３０番２号先 新宿

西武新宿駅前第二 新宿区歌舞伎町一丁目３０番先 新宿

大久保二丁目第二 新宿区新宿七丁目２６番３６号先 新宿

議事堂北 新宿区西新宿六丁目５番１号先 新宿

都庁北 新宿区西新宿六丁目６番２号先 新宿

新宿駅西口前通り 新宿区西新宿一丁目１０番１号先 新宿

新宿六丁目第二 新宿区新宿五丁目１８番７号先 新宿

西新宿二丁目 新宿区西新宿一丁目２０番２０号先 新宿

大久保スポーツプラザ入口 新宿区高田馬場一丁目３１番１８号先 新宿

新宿公務員住宅南 新宿区百人町三丁目１番１号先 新宿

百人町二丁目 新宿区百人町二丁目１７番３号先 新宿

西武新宿駅前第三 新宿区歌舞伎町一丁目３０番１号先 新宿

副都心八号線入口第二 新宿区西新宿一丁目１９番１１号先 新宿

国際電電ビル前 新宿区西新宿二丁目３番２号先 新宿

西新宿一丁目第二 新宿区西新宿一丁目１９番３号先 新宿

都庁南 新宿区西新宿三丁目２番９号先 新宿

副都心地下道入口 新宿区西新宿二丁目２番１号先 新宿

副都心３号線入口 新宿区西新宿一丁目２３番２号先 新宿

保善高校入口 新宿区高田馬場一丁目２１番６号先 新宿

議事堂南 新宿区西新宿二丁目３番２号先 新宿

新宿中央公園南第二 新宿区西新宿二丁目９番先 新宿

東京都庁前 新宿区西新宿二丁目５番先 新宿

都議会議事堂前 新宿区西新宿二丁目２番１号先 新宿

新宿西口ロータリー入口 新宿区西新宿一丁目６番１号先 新宿

新宿駅西口ロータリー 新宿区西新宿一丁目７番２号先 新宿

淀橋 新宿区西新宿五丁目３番２号先 新宿

バスタ新宿前 新宿区新宿三丁目３７番先 新宿

高田馬場口 新宿区西早稲田二丁目２１番１２号先 戸塚

中落合三丁目 新宿区中落合二丁目２７番１７号先 戸塚

高田馬場駅前 新宿区高田馬場一丁目３５番２号先 戸塚

高田馬場駅ガード西 新宿区高田馬場四丁目７番５号先 戸塚

下落合四丁目 新宿区中落合二丁目１番１５号先 戸塚

小滝橋 新宿区百人町四丁目９番６号先 戸塚

戸塚警察署前 新宿区西早稲田三丁目３０番１３号先 戸塚
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諏訪町 新宿区戸山三丁目２０番２号先 戸塚

高田馬場二丁目 新宿区高田馬場二丁目１４番２号先 戸塚

上落合一丁目 新宿区上落合一丁目２９番７号先 戸塚

戸塚第三小学校入口 新宿区高田馬場四丁目２８番１８号先 戸塚

目白変電所入口 新宿区高田馬場三丁目３番８号先 戸塚

戸塚グラウンド坂下 新宿区西早稲田一丁目１３番７号先 戸塚

西落合二丁目 新宿区西落合一丁目３０番１０号先 戸塚

落合処理場南 新宿区上落合一丁目４番１号先 戸塚

高田馬場駅東 新宿区高田馬場一丁目２６番７号先 戸塚

高田馬場駅東第二 新宿区高田馬場一丁目２７番８号先 戸塚

高戸橋 新宿区西早稲田三丁目３１番１１号先 戸塚

戸塚第一出張所入口 新宿区高田馬場一丁目５番１６号先 戸塚

戸塚第二小学校前 新宿区高田馬場一丁目２５番２１号先 戸塚

点字図書館前 新宿区高田馬場一丁目２９番１０号先 戸塚

下落合二丁目 新宿区下落合二丁目６番３号先 戸塚

高田馬場三丁目 新宿区高田馬場三丁目１２番１０号先 戸塚

地下鉄落合駅前 新宿区上落合二丁目１３番７号先 戸塚

高田馬場口南 新宿区西早稲田二丁目２０番１４号先 戸塚

上落合交番前 新宿区上落合三丁目４番１２号先 戸塚

戸塚児童館入口 新宿区高田馬場四丁目３８番１７号先 戸塚

都バス早稲田営業所前 新宿区西早稲田一丁目１０番７号先 戸塚

高田馬場郵便局前 新宿区高田馬場四丁目９番１１号先 戸塚

都電早稲田駅前 新宿区西早稲田一丁目１７番１７号先 戸塚

西早稲田二丁目 新宿区西早稲田二丁目１８番１９号先 戸塚

玄国寺南 新宿区高田馬場一丁目１３番１号先 戸塚

戸塚諏訪神社前 新宿区高田馬場一丁目１２番６号先 戸塚

点字図書館南 新宿区高田馬場一丁目２９番２号先 戸塚

新宿三丁目 新宿区新宿三丁目４番４号先 四谷

四谷見附 新宿区四谷一丁目無番地先 四谷

新宿五丁目 新宿区新宿三丁目１３番６号先 四谷

新宿四丁目 新宿区新宿四丁目３番２３号先 四谷

四谷三丁目 新宿区四谷三丁目１０番地先 四谷

新宿二丁目 新宿区新宿三丁目１番３０号先 四谷

四谷四丁目 新宿区内藤町１番地１１０先 四谷

新宿三丁目西 新宿区新宿三丁目３０番１１号先 四谷

新宿一丁目 新宿区新宿一丁目１番１４号先 四谷

新宿二丁目南 新宿区新宿二丁目５番４号先 四谷

信濃町駅前 新宿区信濃町３４番地先 四谷

四谷見附北 新宿区四谷一丁目５０番地先 四谷
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新宿四丁目南 新宿区新宿四丁目４番１号先 四谷

新宿五丁目東 新宿区新宿二丁目１９番９号先 四谷

四谷四丁目東 新宿区四谷四丁目１番先 四谷

四谷警察署前 新宿区左門町１３番地１先 四谷

新宿柳通り 新宿区新宿三丁目９番１号先 四谷

日本青年館前 新宿区霞ヶ丘町３番先 四谷

新宿三丁目北 新宿区新宿三丁目５番６号先 四谷

本塩町南 新宿区四谷一丁目５０番地先 四谷

新宿三丁目東 新宿区新宿三丁目３番先 四谷

鍋屋横丁 中野区中央三丁目３４番３号先 中野

杉山公園前 中野区中央四丁目５番３号先 中野

中野坂上 中野区本町一丁目３２番３号先 中野

上落合二丁目 中野区東中野三丁目１４番２０号先 中野

東中野駅前 中野区東中野三丁目８番２号先 中野

宮下 中野区中央一丁目４９番４号先 中野

中野五差路 中野区中野三丁目３３番２０号先 中野

十貫坂上 中野区本町五丁目４８番１２号先 中野

紅葉山公園下 中野区中野二丁目１番１号先 中野

上高田二丁目 中野区中野五丁目３番２４号先 中野

弥生町二丁目 中野区弥生町二丁目２９番８号先 中野

中野保健所前 中野区中野二丁目１７番４号先 中野

中野駅南口第一 中野区中野二丁目３０番先 中野

南台三丁目 中野区南台三丁目２番１５号先 中野

川添通り入口 中野区東中野一丁目５番１号先 中野

中野五丁目 中野区中野五丁目２３番１１号先 中野

桃花小学校前 中野区中央五丁目３９番１１号先 中野

中野郵便局前 中野区中野二丁目２７番１号先 中野

中野ゼロホール前 中野区中野二丁目１０番１１号先 中野

中野二丁目 中野区中野二丁目３０番３号先 中野

東中野二丁目 中野区東中野二丁目２４番１号先 中野

東中野四丁目 中野区東中野四丁目９番２５号先 中野

東中野駅前第二 中野区東中野二丁目２５番７号先 中野

中野中央四丁目 中野区中央四丁目６番１２号先 中野

中野本町六丁目 中野区本町六丁目１４番先 中野

中野新橋駅前 中野区弥生町二丁目２１番６号先 中野

中野六丁目 中野区中野五丁目３番３８号先 中野

桃花小学校北 中野区中央四丁目２７番先 中野

中野駅北口 中野区中野四丁目９番先 中野

中野五丁目西 中野区新井一丁目２番１２号先 中野
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中野本町四丁目 中野区本町四丁目３１番１０号先 中野

鍋横地域センター入口 中野区本町五丁目３4番10号先 中野

東中野一丁目 中野区東中野一丁目１１番１６号先 中野

関東バス本社前 中野区東中野五丁目２３番１５号先 中野

鍋屋横丁西 中野区中央四丁目４番１号先 中野

本三郵便局前 中野区中央二丁目４９番地先 中野

中野六丁目第二 中野区中野五丁目１番１８号先 中野

東中野五丁目 中野区東中野四丁目２５番５号先 中野

東中野駅南口第一 中野区東中野一丁目５１番３号先 中野

東中野三丁目 中野区東中野四丁目１３番３号先 中野

富士見橋南 中野区弥生町五丁目２４番１５号先 中野

紅葉山公園前 中野区中野二丁目５番先 中野

中野第十中学校入口 中野区中央二丁目９番６号先 中野

新井 中野区中野四丁目３番２号先 野方

中野体育館北 中野区新井二丁目３０番４号先 野方

沼袋 中野区沼袋四丁目３１番１５号先 野方

新井五差路 中野区新井四丁目１番２号先 野方

丸山陸橋下 中野区丸山一丁目１０番２号先 野方

大和陸橋下 中野区野方一丁目４０番５号先 野方

鷺宮四丁目 中野区上鷺宮一丁目１番先 野方

野方警察署前 中野区中野四丁目１２番１号先 野方

野方六丁目 中野区野方六丁目１８番１２号先 野方

都立家政 中野区鷺宮三丁目９番２５号先 野方

鷺宮小学校入口 中野区鷺宮四丁目３４番１０号先 野方

武蔵ヶ丘高校入口 中野区上鷺宮二丁目１１番１号先 野方

中野区役所前 中野区中野五丁目６４番３号先 野方

薬師参道入口 中野区新井一丁目８番１号先 野方

中野中学校前 中野区中野四丁目１２番３号先 野方

中野サンプラザ前 中野区中野五丁目６７番６号先 野方

平和の森公園前 中野区新井四丁目２６番４号先 野方

丸山二丁目 中野区野方六丁目５０番１０号先 野方

丸山地域安全センター 中野区丸山一丁目６番１号先 野方

上鷺東公園入口 中野区鷺宮四丁目４５番１８号先 野方

新井町第二 中野区新井一丁目１１番９号先 野方

野方警察署西 中野区野方一丁目６番２号先 野方

国立中野療養所前 中野区江原町二丁目８番８号先 野方

鷺宮五丁目東 中野区鷺宮四丁目４６番先 野方

中野ブロードウエイ前 中野区新井一丁目９番４号先 野方

鷺宮駅北口 中野区白鷺二丁目４８番１号先 野方
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中野区役所裏 中野区中野四丁目１０番１号先 野方

丸山小学校前 中野区沼袋四丁目４１番先 野方

鷺宮一丁目東 中野区野方六丁目５３番先 野方

新井町西 中野区新井二丁目３番２号先 野方

新井薬師駅前 中野区新井五丁目２６番６号先 野方

中野区役所前第二 中野区中野四丁目９番先 野方

中野区役所北 中野区中野四丁目３番先 野方

野方警察署南 中野区中野四丁目１３番先 野方

鷺宮小学校北 練馬区中村南三丁目１２番１号先 野方

練馬警察署南 練馬区豊玉北五丁目１４番３号先 練馬

中村橋駅前 練馬区中村北三丁目２３番３号先 練馬

豊玉北六丁目 練馬区豊玉北六丁目１４番７号先 練馬

貫井二丁目 練馬区貫井二丁目２７番２１号先 練馬

練馬区役所前 練馬区豊玉北六丁目１３番４号先 練馬

氷川台下 練馬区氷川台四丁目５０番３号先 練馬

練馬郵便局前 練馬区豊玉北六丁目４番６号先 練馬

平和台駅前 練馬区北町六丁目３２番３７号先 練馬

正久保橋 練馬区氷川台三丁目３５番４号先 練馬

練馬駅前 練馬区練馬一丁目４番２号先 練馬

貫井五丁目東 練馬区向山四丁目３番２号先 練馬

早宮一丁目 練馬区早宮一丁目１番１６号先 練馬

練馬文化センター入口 練馬区豊玉北六丁目１番１０号先 練馬

練馬第三小学校入口 練馬区中村北四丁目１２番１３号先 練馬

氷川台駅前 練馬区氷川台三丁目４０番先 練馬

豊島園交番前 練馬区練馬四丁目１２番先 練馬

春日町交番前 練馬区春日町三丁目２９番先 練馬

練馬駅北口 練馬区練馬一丁目１９番１号先 練馬

中村橋駅第一 練馬区向山1丁目１５番先 練馬

中村橋駅第二 練馬区向山1丁目１９番先 練馬

中村橋駅前東 練馬区中村北3丁目１５番先 練馬

向山四丁目南 練馬区向山四丁目２番先 練馬

石神井高校前 練馬区関町北四丁目３３番２３号先 石神井

⾧久保 練馬区大泉学園町八丁目２６番５号先 石神井

大泉中央公園前 練馬区大泉学園町八丁目２５番２１号先 石神井

石神井公園駅北 練馬区石神井町四丁目１番１２号先 石神井

関町北五丁目 練馬区関町北四丁目３３番３７号先 石神井

大泉学園駅前 練馬区東大泉五丁目４３番１号先 石神井

豊渓小学校入口 練馬区土支田二丁目２９番地先 光が丘

比丘尼 練馬区三原台三丁目３１番１４号先 光が丘
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光が丘三丁目 練馬区光が丘三丁目７番３号先 光が丘

夏の雲公園前 練馬区高松四丁目１２番１９号先 光が丘

光が丘駅前 練馬区光が丘三丁目７番１２号先 光が丘

光が丘五丁目第二 練馬区光が丘五丁目６番１号先 光が丘

練馬高野台駅前 練馬区高野台三丁目１番１０号先 光が丘

土支田地域集会場前 練馬区土支田二丁目４０番２１号先 光が丘

保谷駅前交番 練馬区南大泉三丁目３１番１９号先 田無

後楽橋 文京区後楽一丁目２番１０号先 富坂

壱岐坂下 文京区後楽一丁目３番６１号先 富坂

伝通院前 文京区小石川三丁目１番１号先 富坂

西方 文京区小石川一丁目９番１号先 富坂

富坂下 文京区小石川二丁目１番１号先 富坂

水道橋 文京区後楽一丁目３番６１号先 富坂

春日町 文京区春日一丁目１６番２７号先 富坂

千石一丁目 文京区本駒込二丁目２９番２７号先 富坂

安藤坂 文京区春日一丁目８番３号先 富坂

白山下 文京区白山二丁目３９番８号先 富坂

後楽園駅前 文京区春日一丁目２番３号先 富坂

窪町東公園前 文京区大塚三丁目３２番先 富坂

こんにゃくえんま前 文京区小石川二丁目２３番１４号先 富坂

牛天神下 文京区後楽二丁目５番１号先 富坂

茗台中学校前 文京区春日二丁目９番５号先 富坂

富坂上 文京区春日一丁目１２番６号先 富坂

明化小学校入口 文京区千石一丁目６番１９号先 富坂

小石川植物園前 文京区白山二丁目１４番６号先 富坂

竹早小学校入口 文京区小石川四丁目１７番１号先 富坂

小石川税務署前 文京区後楽一丁目７番１９号先 富坂

白山三丁目 文京区小石川五丁目３７番６号先 富坂

小石川五丁目 文京区小石川五丁目１番１２号先 富坂

千石三丁目第二 文京区千石三丁目３番７号先 富坂

飯田橋職安前 文京区後楽一丁目９番２０号先 富坂

竹早公園入口 文京区小石川五丁目３番８号先 富坂

白山二丁目 文京区白山一丁目６番４号先 富坂

隆慶橋東詰 文京区後楽二丁目３番１３号先 富坂

第十中学校入口 文京区千石一丁目６番１２号先 富坂

金富小学校前 文京区春日二丁目６番１５号先 富坂

白山交番西 文京区白山二丁目３９番５号先 富坂

白山四丁目第一 文京区白山四丁目３６番１２号先 富坂

小石川保健所前 文京区春日一丁目９番２１号先 富坂
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窪町東公園北 文京区大塚三丁目３８番１２号先 富坂

中通り入口 文京区春日一丁目７番１２号先 富坂

小石川運動場前 文京区後楽一丁目８番先 富坂

柳町小学校入口 文京区小石川一丁目２３番６号先 富坂

白山四丁目 文京区白山四丁目３４番１２号先 富坂

白山交番南 文京区白山一丁目３１番６号先 富坂

小石川後楽園入口 文京区後楽一丁目８番先 富坂

小石川三丁目第二 文京区小石川三丁目２７番１４号先 富坂

大塚特別支援学校前 文京区春日一丁目９番先 富坂

新隆慶橋東詰 文京区後楽二丁目６番１号先 富坂

茗荷谷駅前 文京区小石川五丁目５番５号 大塚

古川橋 文京区関口一丁目１７番先 大塚

目白坂下 文京区音羽一丁目２５番１５号先 大塚

目白台二丁目 文京区目白台一丁目１５番９号先 大塚

大塚三丁目 文京区大塚四丁目４５番１１号先 大塚

護国寺前 文京区大塚五丁目４０番８号先 大塚

江戸川橋 文京区関口一丁目４７番７号先 大塚

大塚警察署前 文京区音羽二丁目１２番２６号先 大塚

護国寺南 文京区音羽二丁目１１番２５号先 大塚

大塚五丁目 文京区大塚四丁目５１番５号先 大塚

文京区立第五中学校前 文京区小日向一丁目７番１号先 大塚

目白台郵便局前 文京区目白台二丁目７番８号先 大塚

護国寺西 文京区音羽二丁目１２番先 大塚

大塚四丁目 文京区大塚三丁目１１番７号先 大塚

大塚一丁目 文京区大塚三丁目３番１号先 大塚

江戸川公園前 文京区音羽一丁目１番１号先 大塚

目白台三丁目 文京区目白台一丁目２３番７号先 大塚

音羽一丁目 文京区音羽一丁目２０番２号先 大塚

音羽一丁目南 文京区音羽一丁目２２番１４号先 大塚

坂下通り入口 文京区大塚五丁目１７番３号先 大塚

目白台二丁目第三 文京区目白台二丁目１４番１１号先 大塚

小日向一丁目 文京区春日二丁目８番１３号先 大塚

大日坂下 文京区小日向二丁目１８番５号先 大塚

華水橋 文京区関口一丁目２０番６号先 大塚

大塚四丁目第二 文京区大塚三丁目２７番２号先 大塚

大塚公園入口 文京区大塚四丁目４９番先 大塚

跡見学園前 文京区大塚二丁目１番１８号先 大塚

開運坂下 文京区大塚五丁目１３番１号先 大塚

目白台運動場前 文京区目白台二丁目３番２号先 大塚
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筑波大附属小学校入口 文京区大塚三丁目６番７号先 大塚

筑波大附属中学校前 文京区大塚二丁目１番１号先 大塚

目白台三丁目第二 文京区目白台一丁目２１番２号先 大塚

筑波大学正門前 文京区大塚三丁目３０番先 大塚

茗荷谷駅前交番前 文京区小石川五丁目５番７号先 大塚

根津一丁目 文京区根津二丁目１２番７号先 本富士

東大農学部前 文京区弥生一丁目１番１号先 本富士

東大正門前 文京区本郷七丁目３番１号先 本富士

本富士警察署前 文京区本郷三丁目４１番５号先 本富士

湯島五差路 文京区本郷三丁目３番１２号先 本富士

本郷二丁目 文京区本郷三丁目１５番１号先 本富士

順天堂前 文京区本郷三丁目１番３号先 本富士

根津小学校入口 文京区根津二丁目２０番７号先 本富士

本郷弥生 文京区弥生一丁目１番１号先 本富士

お茶の水 文京区湯島一丁目５番４５号先 本富士

本郷三丁目 文京区本郷四丁目２番１号先 本富士

壱岐坂上 文京区本郷二丁目２６番１号先 本富士

清水坂下 文京区湯島二丁目１番１号先 本富士

三組坂下 文京区湯島三丁目１４番１０号先 本富士

本郷追分 文京区向丘二丁目８番７号先 本富士

本郷消防署前 文京区本郷七丁目１番１１号先 本富士

壱岐坂通り 文京区本郷二丁目２１番４号先 本富士

根津神社入口 文京区根津二丁目２９番２号先 本富士

本郷四丁目 文京区本郷四丁目５番１０号先 本富士

湯島天神入口 文京区湯島四丁目５番２７号先 本富士

三組坂上 文京区湯島三丁目４番７号先 本富士

湯島二丁目 文京区湯島二丁目１８番６号先 本富士

湯島中坂下 文京区湯島三丁目２５番１１号先 本富士

本郷消防署前第二 文京区本郷三丁目２７番１号先 本富士

大横丁出口 文京区本郷三丁目１６番９号先 本富士

天神町交番前 文京区湯島三丁目３３番９号先 本富士

真砂坂上 文京区本郷四丁目７番２号先 本富士

文京第六中学校裏 文京区向丘一丁目２０番７号先 本富士

順天堂横 文京区本郷二丁目９番８号先 本富士

清水坂下第二 文京区湯島二丁目１番５号先 本富士

慈愛病院前 文京区本郷六丁目１２番５号先 本富士

真砂坂 文京区本郷四丁目９番６号先 本富士

中坂上 文京区湯島三丁目２９番３号先 本富士

弥生門入口 文京区弥生二丁目５番４号先 本富士
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本郷三丁目金助町 文京区本郷三丁目２４番３号先 本富士

本郷郵便局前 文京区本郷六丁目１番１５号先 本富士

湯島二丁目郵便局前 文京区湯島二丁目２２番４号先 本富士

団子坂下 文京区千駄木三丁目３７番２０号先 駒込

上富士前 文京区本駒込五丁目３番３号先 駒込

道灌山下 文京区千駄木三丁目４９番１０号先 駒込

白山上 文京区本駒込一丁目２番１号先 駒込

駒本小学校前 文京区本駒込一丁目６番１４号先 駒込

千駄木二丁目 文京区千駄木二丁目１番１１号先 駒込

文京グリーンコート前 文京区本駒込二丁目２８番１８号先 駒込

本駒込五丁目坂下 文京区本駒込五丁目４０番５号先 駒込

駒込橋 文京区本駒込六丁目２４番６号先 駒込

東洋大学前 文京区白山五丁目２８番２０号先 駒込

向丘一丁目 文京区向丘一丁目１３番２号先 駒込

動坂上 文京区本駒込三丁目１８番地１６号先 駒込

富士神社入口 文京区本駒込三丁目３１番５号先 駒込

徳源院前 文京区本駒込三丁目７番１４号先 駒込

駒込日医大前 文京区千駄木一丁目１番５号先 駒込

道灌山下東 文京区千駄木三丁目５０番１２号先 駒込

駒込稲荷坂下 文京区本駒込五丁目４１番７号先 駒込

団子坂東 文京区千駄木二丁目３５番７号先 駒込

勤労福祉会館前 文京区本駒込四丁目４６番２号先 駒込

駒込病院前 文京区千駄木五丁目４９番４号先 駒込

西巣鴨 豊島区西巣鴨三丁目２７番先 巣鴨

新庚申塚 豊島区巣鴨五丁目２０番３号先 巣鴨

巣鴨駅北口 豊島区巣鴨一丁目１６番１号先 巣鴨

向原 豊島区東池袋二丁目１番１号先 巣鴨

駒込駅北口 豊島区駒込三丁目２番１１号先 巣鴨

大塚駅前 豊島区北大塚一丁目１６番６号先 巣鴨

とげぬき地蔵入口 豊島区巣鴨三丁目３１番５号先 巣鴨

巣鴨駅南口第二 豊島区巣鴨一丁目１２番２号先 巣鴨

巣鴨小学校入口 豊島区南大塚一丁目１３番５号先 巣鴨

庚申塚 豊島区西巣鴨三丁目１番先 巣鴨

大塚駅北口 豊島区北大塚二丁目１４番先 巣鴨

大塚駅南口 豊島区南大塚三丁目３３番１号先 巣鴨

東池袋二丁目 豊島区東池袋二丁目２０番２号先 巣鴨

北大塚二丁目 豊島区北大塚二丁目８番７号先 巣鴨

南大塚三丁目 豊島区南大塚二丁目２６番１５号先 巣鴨

巣鴨駅北口第二 豊島区巣鴨二丁目１番１号先 巣鴨
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豊島区営グランド前 豊島区東池袋四丁目４２番１号先 巣鴨

南大塚一丁目 豊島区南大塚一丁目４７番５号先 巣鴨

向原北 豊島区南大塚三丁目３０番１号先 巣鴨

巣鴨ろう学校入口 豊島区南巣鴨四丁目８番先 巣鴨

巣鴨警察署入口第二 豊島区北大塚一丁目１７番９号先 巣鴨

空蝉橋南 豊島区南大塚三丁目３０番６号先 巣鴨

南大塚二丁目第二 豊島区南大塚一丁目４９番３号先 巣鴨

駒込東口商店街 豊島区駒込一丁目１７番１２号先 巣鴨

都営南大塚住宅前 豊島区南大塚三丁目４４番１４号先 巣鴨

サンシャイン６０南 豊島区東池袋四丁目２７番先 巣鴨

造幣局西 豊島区東池袋四丁目４２番１号先 巣鴨

巣鴨警察署入口 豊島区北大塚一丁目１４番５号先 巣鴨

大塚駅南口第二 豊島区南大塚二丁目４６番１号先 巣鴨

北大塚二丁目東 豊島区北大塚二丁目１６番６号先 巣鴨

新田交番東 豊島区北大塚三丁目２９番９号先 巣鴨

南大塚二丁目第三 豊島区南大塚三丁目２番１０号先 巣鴨

大塚駅南口第三 豊島区南大塚三丁目５２番１０号先 巣鴨

中央図書館前 豊島区東池袋五丁目３９番先 巣鴨

日の出町第二公園北 豊島区東池袋四丁目１４番先 巣鴨

大塚駅南口第一 豊島区南大塚二丁目４５番８号先 巣鴨

池袋駅東口 豊島区南池袋一丁目２７番５号先 池袋

東池袋一丁目 豊島区東池袋一丁目３９番４号先 池袋

池袋駅東口交番前 豊島区東池袋一丁目４１番６号先 池袋

サンシャイン６０通り 豊島区東池袋一丁目２９番１号先 池袋

池袋東口五差路 豊島区東池袋一丁目２番１号先 池袋

立教大学正門前 豊島区西池袋五丁目１０番５号先 池袋

東池袋 豊島区東池袋四丁目７番２号先 池袋

上池袋二丁目 豊島区上池袋一丁目１０番１１号先 池袋

池袋西口五差路 豊島区西池袋一丁目１８番２号先 池袋

池袋警察署前 豊島区西池袋一丁目７番５号先 池袋

ビックリガード入口 豊島区西池袋二丁目４１番８号先 池袋

西武池袋駅前 豊島区南池袋一丁目２１番７号先 池袋

東池袋中央公園前 豊島区東池袋三丁目１６番３号先 池袋

サンシャイン前 豊島区東池袋一丁目２７番８号先 池袋

中池袋公園入口 豊島区東池袋一丁目９番８号先 池袋

上池袋郵便局前 豊島区上池袋二丁目１４番９号先 池袋

東京芸術劇場前 豊島区西池袋一丁目７番１０号先 池袋

上池袋三丁目 豊島区上池袋三丁目３３番２２号先 池袋

池袋西口公園前 豊島区西池袋一丁目８番先 池袋
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南池袋公園入口 豊島区南池袋一丁目２５番１号先 池袋

中池袋公園入口南 豊島区東池袋一丁目５番７号先 池袋

南池袋公園前 豊島区東池袋一丁目２４番１号先 池袋

池袋西口五差路北 豊島区西池袋一丁目３７番６号先 池袋

池袋大橋西詰南 豊島区西池袋一丁目４４番１号先 池袋

東池袋一丁目北 豊島区東池袋一丁目１８番１号先 池袋

サンシャイン南 豊島区東池袋四丁目２４番５号先 池袋

上池袋二丁目北 豊島区上池袋一丁目２３番６号先 池袋

池袋東口五差路北 豊島区東池袋一丁目２番８号先 池袋

元池袋公園前 豊島区西池袋一丁目９番先 池袋

池袋駅西口 豊島区西池袋一丁目１番先 池袋

健康プラザとしま前 豊島区上池袋二丁目４番４号先 池袋

池袋駅東口中央 豊島区南池袋一丁目２８番２号先 池袋

目白駅前 豊島区目白三丁目１４番１号先 目白

高田郵便局前 豊島区高田二丁目５番１４号先 目白

千登世橋上 豊島区目白一丁目７番１７号先 目白

千登世橋下 豊島区雑司が谷三丁目３番２５号先 目白

東池袋四丁目 豊島区南池袋二丁目４１番１２号先 目白

南池袋一丁目 豊島区南池袋三丁目１３番１０号先 目白

椎名町駅入口 豊島区南⾧崎一丁目１７番１７号先 目白

南池袋一丁目第二 豊島区南池袋一丁目１９番６号先 目白

学習院下電停前 豊島区高田二丁目７番１３号先 目白

要町三丁目 豊島区要町三丁目４５番１１号先 目白

学習院角 豊島区目白二丁目３９番３号先 目白

東池袋四丁目東 豊島区南池袋四丁目１８番１２号先 目白

南池袋四丁目 豊島区南池袋四丁目２２番１７号先 目白

南池袋一丁目南 豊島区南池袋三丁目１２番５号先 目白

⾧崎六丁目 豊島区⾧崎五丁目５番８号先 目白

高田三丁目第二 豊島区高田三丁目２９番３号先 目白

東池袋四丁目西 豊島区東池袋四丁目４番先 目白

佐々木学園前 豊島区南池袋二丁目３３番２号先 目白

東池袋四丁目西第二 豊島区東池袋四丁目５番１号先 目白

ビックリガード下 豊島区南池袋一丁目１５番先 目白

雑司が谷駅前 豊島区雑司が谷二丁目６番１８号 目白

滝野川七丁目 豊島区西巣鴨二丁目２１番４号先 滝野川

滝野川三丁目東 豊島区西巣鴨四丁目２２番先 滝野川

田端新町三丁目 北区田端新町三丁目１３番７号先 滝野川

田端新町一丁目 北区田端新町二丁目８番８号先 滝野川

尾久駅前 北区昭和町一丁目３番９号先 滝野川
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飛鳥山 北区王子一丁目１番先 滝野川

霜降橋 北区駒込二丁目８番４号先 滝野川

滝野川五丁目 北区滝野川五丁目１５番５号先 滝野川

北谷端公園入口 北区滝野川七丁目２２番６号先 滝野川

西ヶ原四丁目 北区西ヶ原四丁目47番4号先 滝野川

平塚神社前 北区西ヶ原一丁目２６番６号先 滝野川

谷端市場通り 北区滝野川七丁目３０番７号先 滝野川

西ヶ原三丁目 北区西ヶ原三丁目３１番先 滝野川

音無橋 北区王子一丁目２番９号先 滝野川

中里町 北区中里二丁目５番５号先 滝野川

童橋下 北区田端二丁目７番２８号先 滝野川

板橋駅東口 北区滝野川七丁目８番１０号先 滝野川

田端操駅前 北区東田端二丁目２番１号先 滝野川

田端銀座通り 北区田端四丁目３番１号先 滝野川

聖学院前 北区中里三丁目１２番１号先 滝野川

滝野川一丁目三差路 北区滝野川一丁目４８番８号先 滝野川

田端駅前 北区田端一丁目２１番８号先 滝野川

滝野川六丁目 北区滝野川五丁目４０番１号先 滝野川

飛鳥山公園前 北区王子一丁目１番先 滝野川

南谷端公園前南 北区滝野川七丁目３８番１号先 滝野川

南谷端公園前北 北区滝野川七丁目３２番先 滝野川

東田端一丁目 北区東田端一丁目８番１１号先 滝野川

紅葉小学校前 北区滝野川三丁目７２番１号先 滝野川

田端大曲陸橋下 北区東田端一丁目１３番１０号先 滝野川

滝野川病院前 北区滝野川三丁目６６番１０号先 滝野川

駒込駅東 北区中里二丁目１６番３号先 滝野川

西ヶ原四丁目第二 北区西ヶ原四丁目４７番先 滝野川

田端高台交番前 北区田端六丁目３番１号先 滝野川

板橋駅東口第二 北区滝野川七丁目３番１号先 滝野川

中里ガード下第一 北区中里二丁目６番１号先 滝野川

中里ガード下第二 北区中里一丁目７番５号先 滝野川

滝野川小学校前 北区西ヶ原一丁目１９番１４号先 滝野川

田端新町二丁目東 北区田端新町二丁目２４番５号先 滝野川

東田端郵便局南 北区東田端二丁目２０番６８号先 滝野川

上中里駅前 北区上中里一丁目４７番３４号先 滝野川

田端新橋東 北区東田端二丁目２０番６８号先 滝野川

北区防災センター前 北区西ヶ原二丁目１番７号先 滝野川

田端駅前第二 北区東田端一丁目１７番先 滝野川

上中里二丁目 北区上中里二丁目４４番先 滝野川
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上中里二丁目第二 北区上中里二丁目４４番 滝野川

西ヶ原駅前 北区西ヶ原二丁目３番５号先 滝野川

谷端小学校入口 北区滝野川七丁目１７番１２号先 滝野川

十条仲原二丁目 北区十条仲原二丁目８番１１号先 王子

王子駅前 北区王子一丁目４番１２号先 王子

王子本町 北区王子本町一丁目１８番５号先 王子

東十条交番前 北区東十条四丁目５番２２号先 王子

十条中学校入口 北区上十条一丁目４番１６号先 王子

王子一丁目 北区王子一丁目１６番１号先 王子

上十条四丁目 北区上十条三丁目１４番６号先 王子

王子二丁目 北区王子二丁目１３番６号先 王子

王子小公園前 北区王子一丁目６番５号先 王子

王子一丁目第二 北区王子一丁目１３番７号先 王子

王子本町二丁目 北区王子本町二丁目９番先 王子

王子本町二丁目第二 北区王子本町二丁目９番８号先 王子

上十条二丁目 北区上十条二丁目１２番１０号先 王子

北都税事務所前 北区十条台一丁目４番１２号先 王子

王子本町郵便局前 北区王子本町一丁目１番１０号先 王子

王子保健所前 北区東十条一丁目２２番６号先 王子

王子本町二丁目南 北区王子本町二丁目１６番１５号先 王子

北とぴあ前 北区王子一丁目１０番先 王子

北特別支援学校前 北区十条台一丁目２番３号先 王子

東十条出張所前 北区東十条三丁目３番１号先 王子

南橋第二 北区中十条一丁目５番６号先 王子

志茂五丁目 北区岩淵町１番２号先 赤羽

赤羽北二丁目 北区赤羽北二丁目８番１号先 赤羽

浮間一丁目 北区浮間一丁目１番１２号先 赤羽

赤羽一丁目 北区赤羽二丁目１６番３号先 赤羽

赤羽南二丁目 北区赤羽南二丁目８番２１号 赤羽

稲田小学校前 北区神谷町二丁目５０番地先 赤羽

浮間小学校前第一 北区浮間三丁目１３番１号先 赤羽

浮間小学校前第二 北区浮間三丁目４番２７号先 赤羽

赤羽北公団住宅前 北区北区赤羽北二丁目２２番５号先 赤羽

西が丘サッカー場 北区赤羽西六丁目１番４号先 赤羽

赤羽北三丁目 北区赤羽北三丁目２５番５号先 赤羽

浮間橋南詰 北区赤羽北二丁目２６番先 赤羽

志茂交番横 北区赤羽南一丁目１５番２０号先 赤羽

赤羽南一丁目 北区赤羽南一丁目５番１２号先 赤羽

赤羽岩淵駅前 北区岩淵町３４番１号先 赤羽
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国立スポーツ科学センター 北区西が丘三丁目１２番先 赤羽

浮間第二団地前 北区浮間三丁目１番先 赤羽

赤羽消防署前 北区赤羽二丁目１番７号先 赤羽

赤羽三丁目 北区赤羽一丁目６２番１０号先 赤羽

姥ヶ橋 北区西が丘二丁目８番３号先 赤羽

赤羽保健所前 北区赤羽台三丁目１７番先 赤羽

赤羽駅西口 北区赤羽西一丁目３９番１８号先 赤羽

桐ヶ丘郵便局前 北区桐ヶ丘二丁目７番２７号先 赤羽

西が丘サッカー場北 北区赤羽西六丁目３７番３号先 赤羽

赤羽西五丁目 北区赤羽西五丁目２番先 赤羽

西ヶ丘サッカー場前 北区西が丘三丁目１５番１号先 赤羽

赤羽諏訪神社前 北区赤羽北三丁目３番２０号先 赤羽

第三岩淵小学校前 北区西が丘一丁目１２番１４号先 赤羽

赤羽駅東口第二 北区赤羽一丁目１３番２号先 赤羽

浮間舟渡駅前 北区浮間二丁目３１番先 赤羽

赤羽台四丁目 北区赤羽台四丁目１番先 赤羽

赤羽西一丁目東 北区赤羽西一丁目６番先 赤羽

赤羽西六丁目東 北区桐ヶ丘一丁目２２番１号先 赤羽

西が丘サッカー場裏 北区西が丘三丁目１５番先 赤羽

北赤羽駅入口 北区赤羽北二丁目７番７号先 赤羽

赤羽駅西口第二 北区赤羽一丁目６７番先 赤羽

赤羽南二丁目西 北区赤羽南二丁目９番先 赤羽

赤羽駅南ガード下 北区赤羽一丁目１番２６号先 赤羽

赤羽西六丁目 板橋区小豆沢一丁目１５番地先 赤羽

日大病院入口 板橋区大山町５７番地先 板橋

大和町 板橋区本町３７番９号先 板橋

常盤台入口 板橋区東山町５０番１０号先 板橋

板橋区民会館入口 板橋区大山東町３１番１号先 板橋

板橋本町 板橋区本町４０番９号先 板橋

板橋駅前 板橋区板橋一丁目４４番６号先 板橋

板橋区役所前 板橋区板橋二丁目６６番１号先 板橋

板橋区役所駅前 板橋区板橋二丁目６６番１６号先 板橋

岩の坂上 板橋区本町３５番１３号 板橋

大山駅入口 板橋区大山金井町５４番１５号先 板橋

板橋中央陸橋下 板橋区東山町４８番４号先 板橋

武蔵野病院前 板橋区小茂根四丁目１０番３号先 板橋

下頭橋下 板橋区南常盤台一丁目２０番３号先 板橋

南常盤台一丁目 板橋区南常盤台一丁目１８番地先 板橋

加賀交番前 板橋区加賀一丁目１０番５号先 板橋
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常盤台小学校前 板橋区常盤台一丁目６番１号地先 板橋

新板橋駅前 板橋区板橋一丁目５２番６号先 板橋

仲宿三差路 板橋区板橋二丁目６８番５号先 板橋

常盤台駅前中央通り 板橋区常盤台一丁目１０番８号先 板橋

南常盤台一丁目第二 板橋区南常盤台一丁目３５番２号先 板橋

板橋第一中前 板橋区栄町３５番１号先 板橋

板橋天祖神社前 板橋区南常盤台一丁目３２番先 板橋

常盤台駅北 板橋区常盤台二丁目１４番１号先 板橋

環七板橋本町 板橋区本町１１番２号先 板橋

めぐみ幼稚園前 板橋区常盤台二丁目３番１号先 板橋

常盤台駅西 板橋区常盤台二丁目１番２１号先 板橋

板橋大山公園前 板橋区栄町３６番１号先 板橋

蓮沼町 板橋区泉町７番７号先 志村

志村坂上 板橋区志村二丁目３番１号先 志村

前野町二丁目 板橋区前野町二丁目１３番４号先 志村

蓮根三丁目 板橋区坂下三丁目１０番６号先 志村

志村三丁目 板橋区坂下一丁目７番１号先 志村

小豆沢公園前 板橋区小豆沢三丁目１番先 志村

坂下一丁目都営住宅前 板橋区坂下一丁目１１番３号先 志村

前野町二丁目東 板橋区常盤台二丁目２７番１０号 志村

ナショナルトレーニングセンター前 板橋区清水町６０番１１号先 志村

小豆沢三丁目東 板橋区小豆沢三丁目９番５号先 志村

成増 板橋区成増二丁目２１番６号先 高島平

成増駅前 板橋区成増二丁目１６番１号先 高島平

西台駅南 板橋区蓮根三丁目８番１２号先 高島平

高島平三丁目 板橋区高島平七丁目１番１号先 高島平

高島平二丁目 板橋区高島平八丁目２番１号先 高島平

新河岸一丁目 板橋区新河岸二丁目１番先 高島平

高島平八丁目東 板橋区高島平八丁目１１番先 高島平

高島平警察署前 板橋区高島平二丁目３３番６号先 高島平

高島平出張所前 板橋区高島平三丁目１３番先 高島平

西台駅前ガード下 板橋区蓮根三丁目９番７号先 高島平

高島一の橋 板橋区高島平九丁目２３番１号先 高島平

板橋清掃工場入口 板橋区高島平九丁目１４番先 高島平

赤塚六丁目 板橋区赤塚六丁目７番１号先 高島平

高島平九丁目第三 板橋区高島平九丁目２番先 高島平

高島平駅前 板橋区高島平八丁目２番先 高島平

高島平駅北 板橋区高島平八丁目１８番先 高島平

高島平駅西口 板橋区高島平七丁目２番先 高島平
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上野駅ガード下 台東区上野四丁目１０番１０号先 上野

台東一丁目 台東区台東一丁目３０番先 上野

稲荷町 台東区東上野五丁目１番１号先 上野

元浅草一丁目 台東区小島二丁目２０番６号先 上野

池之端一丁目 台東区上野公園２番先 上野

御徒町駅前 台東区上野三丁目２７番１２号先 上野

台東四丁目 台東区東上野一丁目１４番４号先 上野

上野駅 台東区東上野三丁目１９番７号先 上野

池之端二丁目 台東区池之端二丁目９番７号先 上野

上野広小路 台東区上野二丁目１番１０号先 上野

上野四丁目 台東区上野四丁目８番７号先 上野

東上野五丁目 台東区東上野五丁目２４番８号先 上野

上野学園前 台東区東上野五丁目２４番８号先 上野

東上野一丁目 台東区東上野一丁目７番１５号先 上野

池之端交番前 台東区上野公園２番４３号先 上野

佐竹通り南口 台東区台東三丁目１番１号先 上野

東上野 台東区東上野四丁目９番先 上野

台東一丁目東 台東区台東一丁目３１番１０号先 上野

上野中通り 台東区上野四丁目２番２号先 上野

御徒町駅東 台東区上野五丁目２６番１０号先 上野

竹町公園前 台東区台東三丁目３３番６号先 上野

東上野三丁目 台東区東上野五丁目２番５号先 上野

台東いきいきプラザ前 台東区台東一丁目２６番２号先 上野

東上野二丁目 台東区東上野三丁目１５番１号先 上野

台東保健所前 台東区東上野四丁目１８番１号先 上野

台東二丁目東 台東区台東三丁目４番３号先 上野

東上野二丁目東 台東区東上野三丁目９番１２号先 上野

台東四丁目東 台東区東上野一丁目１１番４号先 上野

台東三丁目 台東区台東三丁目４２番５号先 上野

東京芸術大学前 台東区上野公園１２番８号先 上野

台東二丁目 台東区台東三丁目１５番１号先 上野

上野駅広小路口 台東区上野六丁目１４番７号先 上野

白鴎高校西 台東区東上野二丁目１番１６号先 上野

忍岡小学校入口 台東区上野公園３番先 上野

東上野四丁目 台東区東上野四丁目２６番２号先 上野

上野警察署前 台東区東上野四丁目２番３号先 上野

水上音楽堂前 台東区上野二丁目１１番２０号先 上野

上野ランプ入口 台東区東上野二丁目１８番４号先 上野

下谷神社前 台東区東上野三丁目３５番１１号先 上野
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台東区役所北 台東区上野五丁目６番７号先 上野

上野広小路北 台東区上野二丁目７番１４号先 上野

東上野一丁目北 台東区東上野一丁目２４番９号 上野

学士院前 台東区上野公園７番３２号先 上野

岩倉高校前 台東区上野七丁目８番８号先 上野

二⾧町 台東区台東一丁目３５番６号先 上野

上野税務署西 台東区東上野五丁目８番５号先 上野

東上野五丁目南 台東区東上野五丁目２３番１号先 上野

両大師橋下 台東区上野七丁目１４番１１号先 上野

東上野三丁目南 台東区東上野三丁目８番６号先 上野

上野公園前 台東区上野四丁目１０番４号先 上野

東京国立博物館前 台東区上野公園８番先 上野

国立博物館西 台東区上野公園１３番２３号先 上野

上野広小路南 台東区上野一丁目２０番先 上野

大関横丁 台東区根岸五丁目２３番１号先 下谷

根岸一丁目 台東区下谷二丁目４番３号 下谷

入谷 台東区下谷一丁目１１番１３号先 下谷

北上野一丁目 台東区東上野四丁目２７番７号先 下谷

鶯谷駅前 台東区根岸一丁目６番９号先 下谷

東京菓子会館前 台東区入谷一丁目１８番５号先 下谷

下谷三丁目 台東区竜泉一丁目２９番３号先 下谷

金竜小学校前 台東区入谷二丁目１番１号先 下谷

仲入谷 台東区入谷一丁目３番５号先 下谷

松が谷四丁目 台東区松が谷四丁目２６番８号先 下谷

竜泉二丁目第三 台東区竜泉二丁目１番１０号先 下谷

三ノ輪二丁目 台東区三ノ輪二丁目５番１号先 下谷

三ノ輪一丁目 台東区三ノ輪一丁目１番１号先 下谷

金曽木小学校前 台東区根岸四丁目１９番８号先 下谷

三ノ輪 台東区根岸五丁目１８番１６号先 下谷

東電上野支社前 台東区下谷三丁目１９番８号先 下谷

下谷二丁目 台東区入谷一丁目３３番３号先 下谷

下谷一丁目 台東区下谷一丁目４番１２号先 下谷

竜泉二丁目 台東区竜泉二丁目１９番１８号先 下谷

大正小学校前 台東区入谷二丁目２４番５号 下谷

竜泉一丁目 台東区竜泉一丁目３３番５号先 下谷

根岸五丁目 台東区下谷三丁目１９番５号先 下谷

谷中小学校前 台東区谷中三丁目１番１号先 下谷

北上野 台東区下谷一丁目１番２号先 下谷

北上野二丁目 台東区北上野一丁目１０番１４号 下谷
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下谷警察署前 台東区下谷三丁目１５番９号先 下谷

竹台高校前 台東区根岸二丁目１８番１０号先 下谷

根岸小学校前 台東区根岸三丁目１０番３号先 下谷

上野郵便局前 台東区根岸一丁目１番３６号 下谷

上野桜木二丁目 台東区上野桜木二丁目６番４号先 下谷

西徳寺前 台東区竜泉一丁目２０番２１号先 下谷

鷲神社前 台東区竜泉一丁目１番１号先 下谷

飛不動前 台東区竜泉三丁目１６番３号先 下谷

上野公園昇り口 台東区上野七丁目１４番９号先 下谷

駒形中学校前 台東区北上野二丁目７番６号先 下谷

三ノ輪第二 台東区根岸五丁目１６番１３号先 下谷

三ノ輪第三 台東区竜泉二丁目２０番２号先 下谷

東京芸大裏 台東区上野公園１１番先 下谷

寛永寺前 台東区上野桜木一丁目１３番６号先 下谷

寛永寺陸橋 台東区上野桜木一丁目１５番９号先 下谷

竜泉二丁目第二 台東区竜泉二丁目１３番１号先 下谷

入谷第二 台東区北上野二丁目３１番８号先 下谷

⿁子母神前 台東区下谷二丁目３番５号先 下谷

松が谷児童館入口 台東区松が谷四丁目２７番１０号先 下谷

根岸二丁目 台東区根岸二丁目１７番１号先 下谷

入谷西交番前 台東区北上野二丁目２４番９号先 下谷

金杉会館前 台東区根岸五丁目１２番１号先 下谷

雷門一丁目 台東区西浅草一丁目８番１３号先 浅草

西浅草三丁目 台東区西浅草三丁目２８番２１号先 浅草

言問橋西 台東区花川戸二丁目１５番３号先 浅草

公園六区入口 台東区西浅草二丁目２７番１１号先 浅草

花川戸一丁目 台東区花川戸一丁目４番１号先 浅草

馬道 台東区浅草二丁目３２番８号先 浅草

雷門 台東区浅草一丁目２番３号先 浅草

二天門 台東区浅草二丁目３４番１号先 浅草

吾妻橋 台東区花川戸一丁目２番３号先 浅草

千束一丁目 台東区千束三丁目１０番６号先 浅草

吉原大門 台東区東浅草二丁目２８番９号先 浅草

観音裏 台東区浅草二丁目３０番２２号先 浅草

地方橋 台東区浅草五丁目７３番１号先 浅草

浅草一丁目 台東区雷門二丁目１６番８号先 浅草

浅草七丁目 台東区浅草六丁目３６番１８号先 浅草

橋場交番前 台東区清川二丁目１番１号先 浅草

日本堤一丁目 台東区竜泉三丁目１番１号先 浅草
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千束三丁目西 台東区浅草四丁目２７番８号先 浅草

浅草二丁目 台東区浅草二丁目１番１号先 浅草

橋場一丁目 台東区橋場一丁目１８番８号先 浅草

浅草三丁目 台東区浅草三丁目５番３号先 浅草

国際通り浅草二丁目 台東区西浅草三丁目２７番２５号先 浅草

千束五差路 台東区浅草三丁目４２番６号先 浅草

国際通り浅草一丁目 台東区浅草一丁目２４番６号先 浅草

言問通り花川戸二丁目 台東区浅草六丁目６番２号先 浅草

橋場二丁目 台東区橋場一丁目３６番１５号先 浅草

浅草二丁目第二 台東区浅草二丁目１番１３号先 浅草

雷門一丁目第二 台東区雷門一丁目１５番９号先 浅草

台東産業労働会館前 台東区橋場一丁目２番１号先 浅草

合羽橋北 台東区松が谷四丁目１番１号先 浅草

金竜公園東 台東区西浅草三丁目２５番１号先 浅草

雷門郵便局前 台東区雷門二丁目２番８号先 浅草

雷門二丁目東 台東区雷門二丁目１１番８号先 浅草

つくばエクスプレス浅草駅 台東区西浅草三丁目１７番１号先 浅草

浅草橋駅前 台東区浅草橋一丁目９番１１号先 蔵前

蔵前一丁目 台東区浅草橋三丁目２０番１１号先 蔵前

柳橋二丁目 台東区浅草橋二丁目１番１号先 蔵前

須賀橋交番前 台東区蔵前一丁目５番１号先 蔵前

駒形橋西詰 台東区駒形二丁目７番８号先 蔵前

松が谷一丁目 台東区元浅草二丁目１０番１５号先 蔵前

寿三丁目 台東区寿一丁目１番１号先 蔵前

蔵前小学校 台東区蔵前三丁目８番５号先 蔵前

鳥越一丁目 台東区鳥越一丁目８番２号先 蔵前

鳥越二丁目 台東区浅草橋五丁目２８番９号先 蔵前

厩橋 台東区駒形一丁目１番１号先 蔵前

寿四丁目 台東区寿四丁目１６番６号先 蔵前

菊屋橋 台東区元浅草四丁目１０番７号先 蔵前

小島町 台東区元浅草一丁目１番１号先 蔵前

寿一丁目 台東区寿一丁目１１番４号先 蔵前

蔵前四丁目 台東区浅草橋三丁目２６番５号先 蔵前

蔵前二丁目 台東区蔵前二丁目３番５号先 蔵前

浅草橋二丁目 台東区浅草橋五丁目１番１号先 蔵前

鳥越神社前 台東区浅草橋三丁目３０番７号先 蔵前

蔵前三丁目 台東区蔵前二丁目５番６号先 蔵前

浅草橋一丁目 台東区浅草橋一丁目９番１６号先 蔵前

福井町通り 台東区浅草橋一丁目３４番９号先 蔵前
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駒形一丁目 台東区寿四丁目１３番１２号先 蔵前

上野小学校前 台東区東上野六丁目１６番１０号先 蔵前

小島公園入口 台東区元浅草一丁目３番２号先 蔵前

松が谷一丁目第二 台東区元浅草四丁目９番１０号先 蔵前

寿区民館入口 台東区寿三丁目９番６号先 蔵前

東上野六丁目第二 台東区東上野六丁目６番１３号先 蔵前

浅草橋五丁目 台東区浅草橋五丁目１１番５号先 蔵前

駒形二丁目 台東区駒形一丁目７番１３号先 蔵前

忍岡高校前 台東区浅草橋二丁目２２番先 蔵前

浅草橋駅西口 台東区浅草橋四丁目１番８号先 蔵前

鳥越二丁目第二 台東区鳥越二丁目４番１号先 蔵前

駒形二丁目第二 台東区駒形二丁目５番３号先 蔵前

寿二丁目 台東区寿三丁目１９番９号先 蔵前

三筋二丁目 台東区三筋二丁目２２番４号先 蔵前

東上野六丁目西 台東区東上野六丁目９番３号先 蔵前

元浅草二丁目 台東区元浅草一丁目２０番５号先 蔵前

元浅草二丁目北 台東区元浅草二丁目６番７号先 蔵前

厩橋南 台東区蔵前三丁目１３番１４号先 蔵前

元浅草三丁目 台東区元浅草三丁目１８番１２号先 蔵前

稲荷町北第二 台東区東上野六丁目３番６号先 蔵前

浅草橋区民館前 台東区浅草橋二丁目８番７号先 蔵前

寿三丁目第二 台東区蔵前三丁目１９番８号先 蔵前

精華公園北入口 台東区寿一丁目１０番１号先 蔵前

精華公園前 台東区蔵前三丁目３番４号先 蔵前

柳北公園前 台東区浅草橋五丁目１番８号先 蔵前

松が谷福祉会館前 台東区東上野六丁目１番１５号先 蔵前

寿区民館前 台東区寿一丁目１０番１４号先 蔵前

小島町北 台東区元浅草一丁目８番１１号先 蔵前

大関横丁第二 荒川区東日暮里一丁目３番４号先 下谷

東尾久五丁目 荒川区東尾久二丁目４９番７号先 尾久

熊の前 荒川区東尾久八丁目１４番先 尾久

宮の前 荒川区西尾久二丁目４番１７号先 尾久

熊野前交番前 荒川区東尾久八丁目１番２号先 尾久

北豊島学園前 荒川区東尾久六丁目３４番２４号先 尾久

首都大学東京前 荒川区東尾久七丁目２番１０号先 尾久

大門小学校入口 荒川区町屋五丁目７番先 尾久

南千住警察署入口 荒川区南千住六丁目４７番８号先 南千住

泪橋 荒川区南千住三丁目５番２０号先 南千住

天王神社前 荒川区南千住六丁目６０番１７号先 南千住
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東日暮里一丁目都住前 荒川区東日暮里一丁目５番先 南千住

千住大橋南 荒川区南千住七丁目１7番5号先 南千住

南千住二丁目 荒川区南千住二丁目１５番５号先 南千住

南千住五丁目 荒川区南千住五丁目１２番１号先 南千住

南千住七丁目 荒川区南千住七丁目３番先 南千住

泪橋西 荒川区南千住二丁目２７番１０号先 南千住

南千住二丁目仲通り 荒川区南千住二丁目２０番１５号先 南千住

南千住七丁目北 荒川区南千住七丁目２４番２４号先 南千住

南千住一丁目 荒川区南千住一丁目３２番９号先 南千住

南千住三丁目西交番前 荒川区南千住二丁目３１番８号先 南千住

南千住四丁目 荒川区南千住四丁目９番先 南千住

南千住駅前 荒川区南千住七丁目１番１号先 南千住

橋場橋通り入口 荒川区南千住四丁目１番１号先 南千住

南千住三丁目 荒川区南千住二丁目３１番８号先 南千住

南千住八丁目 荒川区南千住八丁目１３番先 南千住

瑞光橋公園前 荒川区南千住八丁目１７番１号先 南千住

南千住けやき通り入口 荒川区南千住八丁目３番４号先 南千住

隅田川駅北 荒川区南千住四丁目９番先 南千住

白鬚橋西詰 荒川区南千住三丁目２８番６７号先 南千住

日暮里中央通り 荒川区東日暮里六丁目１５番１号先 荒川

宮地 荒川区荒川五丁目１番１号先 荒川

三河島駅前 荒川区西日暮里一丁目６番１０号先 荒川

サンパール荒川前 荒川区荒川一丁目４９番２号先 荒川

荒川三丁目 荒川区荒川二丁目４番２号先 荒川

町屋 荒川区町屋二丁目１番１７号先 荒川

日暮里二丁目 荒川区東日暮里四丁目３６番１８号先 荒川

西日暮里四丁目 荒川区西日暮里三丁目２３番１４号先 荒川

日暮里駅前 荒川区東日暮里六丁目６０番３号先 荒川

西日暮里二丁目 荒川区西日暮里二丁目２５番１号先 荒川

第三日暮里小前 荒川区東日暮里三丁目１０番１７号先 荒川

荒川七丁目 荒川区荒川七丁目４番３号先 荒川

三河島駅前北 荒川区荒川三丁目６３番２号先 荒川

東日暮里六丁目 荒川区東日暮里六丁目４４番７号先 荒川

西日暮里五丁目 荒川区西日暮里五丁目１４番２号先 荒川

東日暮里五丁目 荒川区東日暮里5丁目４０番３号先 荒川

西日暮里一丁目 荒川区西日暮里一丁目５０番１号先 荒川

東日暮里三丁目 荒川区東日暮里三丁目４２番８号先 荒川

東日暮里四丁目 荒川区東日暮里四丁目３５番１０号先 荒川

西日暮里一丁目東 荒川区西日暮里一丁目３番１号先 荒川
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町屋第二 荒川区荒川七丁目４６番１号 荒川

西日暮里五丁目第二 荒川区西日暮里五丁目１０番９号先 荒川

西日暮里駅前 荒川区西日暮里三丁目５番１号先 荒川

町屋一丁目 荒川区町屋二丁目２番２０号先 荒川

第三日暮里小学校北 荒川区東日暮里三丁目１０番１９号先 荒川

西日暮里一丁目西 荒川区西日暮里一丁目１８番５号先 荒川

東日暮里六丁目東 荒川区東日暮里六丁目１８番７号先 荒川

東日暮里三丁目南 荒川区東日暮里三丁目４４番１２号先 荒川

新三河島駅前 荒川区荒川五丁目１８番３号先 荒川

西日暮里五丁目東 荒川区西日暮里五丁目６番１号先 荒川

荒川区役所東 荒川区荒川二丁目１３番９号先 荒川

荒川区民会館北第一 荒川区荒川二丁目１４番先 荒川

荒川区民会館北第二 荒川区荒川二丁目１番３号先 荒川

西日暮里六丁目 荒川区西日暮里六丁目４８番６号先 荒川

西日暮里二丁目北 荒川区西日暮里二丁目４０番１０号先 荒川

地下鉄町屋駅南 荒川区荒川七丁目４３番３号先 荒川

日暮里南公園入口 荒川区東日暮里五丁目７番１号先 荒川

かんかん森通り 荒川区東日暮里六丁目１４番２号先 荒川

アクロスあらかわ東 荒川区荒川七丁目７番１号先 荒川

日暮里図書館入口 荒川区西日暮里二丁目５番４号先 荒川

西日暮里駅東 荒川区西日暮里五丁目３４番５号先 荒川

ひぐらし小学校前 荒川区西日暮里二丁目２７番５号先 荒川

東日暮里五丁目北 荒川区東日暮里五丁目４１番３号先 荒川

京成町屋駅前 荒川区荒川七丁目４０番１号先 荒川

ゆいの森あらかわ 荒川区荒川二丁目２８番先 荒川

西日暮里一丁目南 荒川区西日暮里一丁目６１番１８号先 荒川

西日暮里二丁目東 荒川区西日暮里二丁目１３番１号先 荒川

第四日暮里小南 荒川区西日暮里二丁目３０番１号先 荒川

荒川町屋郵便局前 荒川区町屋一丁目１８番１号先 荒川

北千住駅入口 足立区千住寿町１番１号先 千住

千住宮元町 足立区千住河原町１０番７号先 千住

千住寿町 足立区千住寿町３３番１１号先 千住

千住警察署入口 足立区千住一丁目１番３号先 千住

北千住駅前通り 足立区千住二丁目５８番地先 千住

千住五丁目 足立区千住四丁目１０番３号先 千住

千住関屋町 足立区千住東一丁目７番１２号先 千住

千住大橋駅前 足立区千住橋戸町１１番地先 千住

足立郵便局前 足立区千住曙町２番２号 千住

島根 足立区梅島三丁目４３番１６号先 西新井
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梅島 足立区梅田七丁目２５番２号先 西新井

梅田支所前 足立区梅田六丁目３３番６号先 西新井

西新井第二小学校入口 足立区西新井三丁目１７番先 西新井

上沼田団地内 足立区江北四丁目２２番１６号先 西新井

梅島一丁目 足立区梅島一丁目１３番先 西新井

梅島駅前 足立区梅島三丁目１番７号先 西新井

梅島小学校前 足立区梅田八丁目２番１４号先 西新井

梅田七丁目交番前 足立区梅田七丁目１７番６号先 西新井

栗原二丁目 足立区栗原二丁目７番先 西新井

谷在家二丁目 足立区谷在家二丁目１９番７号先 西新井

島根郵便局前 足立区島根四丁目１番９号先 西新井

日光街道梅島一丁目 足立区梅島一丁目２４番１号先 西新井

江北六丁目団地東 足立区西新井七丁目１１番先 西新井

梅島二丁目 足立区梅島二丁目２８番２０号先 西新井

足立四中前 足立区梅島一丁目２４番８号先 西新井

梅島陸橋 足立区中央本町五丁目２番７号先 西新井

西新井一丁目第二 足立区西新井一丁目６番５号先 西新井

梅田七丁目公園前 足立区梅田七丁目２８番先 西新井

梅島北 足立区梅島一丁目２番３９号先 西新井

江北団地入口 足立区江北六丁目２７番５号先 西新井

足立中央本町庁舎前 足立区中央本町一丁目１７番先 西新井

上沼田第六公園 足立区江北四丁目８番先 西新井

大谷田橋 足立区東和四丁目２４番１０号先 綾瀬

青井五丁目 足立区一ツ家四丁目１番２２号先 綾瀬

東栗原町 足立区一ツ家三丁目２番８号先 綾瀬

末広 足立区中央本町二丁目２４番１号先 綾瀬

六町駅南 足立区六町四丁目１番先 綾瀬

中川四丁目西 足立区中川四丁目２１番１１号先 綾瀬

綾瀬駅東口 足立区綾瀬三丁目４番先 綾瀬

辰沼団地北 足立区辰沼一丁目２番先 綾瀬

北綾瀬駅前 足立区谷中四丁目９番２２号先 綾瀬

中央本町二丁目 足立区中央本町二丁目２１番６号先 綾瀬

東京武道館南 足立区綾瀬三丁目１５番５号先 綾瀬

六町駅前 足立区六町四丁目２番２７号先 綾瀬

竹ノ塚駅西 足立区西竹の塚二丁目２番３号先 竹の塚

西竹の塚一丁目 足立区伊興三丁目１７番２９号先 竹の塚

竹ノ塚駅前 足立区竹の塚一丁目４１番１号先 竹の塚

竹ノ塚駅東 足立区竹の塚一丁目３９番１４号先 竹の塚

竹の塚センター前 足立区竹の塚五丁目６番３号先 竹の塚
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舎人公園 足立区古千谷一丁目１８番先 竹の塚

足立老人ホーム前 足立区花畑三丁目３３番１９号先 竹の塚

花畑町団地中央 足立区花畑五丁目１２番先 竹の塚

竹の塚警察署前 足立区保木間一丁目１６番４号先 竹の塚

言問橋東詰 墨田区向島一丁目５番６号先 本所

錦糸町駅前 墨田区江東橋三丁目１４番５号先 本所

緑三丁目 墨田区緑三丁目１１番５号先 本所

向島三丁目 墨田区向島四丁目１番１号先 本所

両国二丁目 墨田区両国二丁目１０番８号先 本所

菊川二丁目 墨田区菊川二丁目６番１１号先 本所

太平四丁目 墨田区太平四丁目１番９号先 本所

石原一丁目 墨田区横綱二丁目４番１１号先 本所

本所一丁目 墨田区本所一丁目４番１０号先 本所

吾妻橋三丁目 墨田区吾妻橋三丁目７番１号先 本所

亀沢四丁目 墨田区亀沢四丁目１１番６号先 本所

吾妻橋五差路 墨田区吾妻橋二丁目４番１号先 本所

向島五丁目 墨田区向島四丁目８番１号先 本所

石原四丁目 墨田区石原四丁目１番１号先 本所

錦糸町駅南口 墨田区江東橋三丁目１３番1号先 本所

曳舟川通り西 墨田区押上二丁目１番１号先 本所

吾妻橋東詰 墨田区吾妻橋一丁目１２番１号先 本所

江戸東京博物館前 墨田区亀沢一丁目７番７号先 本所

⾧崎橋東詰 墨田区錦糸一丁目１７番１０号先 本所

押上二丁目 墨田区押上二丁目２０番１号先 本所

横網公園前 墨田区横網二丁目３番先 本所

墨田中学校前 墨田区向島四丁目２７番４号先 本所

錦糸公園前 墨田区錦糸三丁目４番９号先 本所

牛島神社前 墨田区向島一丁目６番９号先 本所

秋葉神社前 墨田区向島五丁目３７番４号先 本所

曳舟川通り第二 墨田区向島三丁目４３番１０号先 本所

錦糸町駅前第二 墨田区江東橋四丁目２９番１５号先 本所

高速駒形入口 墨田区東駒形一丁目１５番２号先 本所

東京スカイツリー駅前 墨田区押上一丁目１番２号先 本所

石原四丁目第二 墨田区石原四丁目２６番１号先 本所

千歳三丁目 墨田区千歳三丁目６番６号先 本所

小梅通り西 墨田区向島三丁目４５番１号先 本所

錦糸町駅ガード南 墨田区江東橋四丁目２７番１４号先 本所

本所一之橋北詰 墨田区両国二丁目２番１号先 本所

すみだ女性センター前 墨田区向島三丁目３９番２１号先 本所
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向島交番前 墨田区向島四丁目１番５号先 本所

吾妻橋一丁目 墨田区吾妻橋一丁目２３番３４号先 本所

枕橋 墨田区吾妻橋二丁目１９番７号先 本所

両国駅西口第二 墨田区両国二丁目１３番６号先 本所

清平橋西 墨田区石原四丁目１１番１３号先 本所

八反目東第二 墨田区向島三丁目４４番１号先 本所

福祉保健センター前 墨田区向島三丁目４０番７号先 本所

墨田リバーピア前 墨田区吾妻橋一丁目２２番７号先 本所

東向島 墨田区東向島四丁目２６番７号先 向島

四ツ木橋南 墨田区墨田四丁目５４番１０号先 向島

東向島三丁目 墨田区東向島二丁目２３番５号先 向島

白鬚橋東詰 墨田区東向島四丁目１番７号先 向島

仲居堀 墨田区文花三丁目１６番５号先 向島

小村井 墨田区立花四丁目１番５号先 向島

京島 墨田区京島一丁目５３番１２号先 向島

東向島六丁目 墨田区東向島五丁目１８番１号先 向島

向島百花園入口 墨田区東向島四丁目２５番２３号先 向島

曳舟川 墨田区東向島二丁目４１番１１号先 向島

八広駅南 墨田区八広六丁目２８番１９号先 向島

更正橋 墨田区八広五丁目１２番１３号先 向島

曳舟 墨田区東向島二丁目３１番１５号先 向島

白鬚橋交番前 墨田区堤通二丁目３番２号先 向島

東向島二丁目 墨田区東向島二丁目２１番２号先 向島

⾧浦神社南 墨田区八広五丁目１番１２号先 向島

京島二丁目  墨田区京島一丁目２７番４号号先 向島

東向島一丁目 墨田区東向島二丁目１番１７号先 向島

押上二丁目北 墨田区東向島二丁目１２番９号先 向島

吾嬬西公園前 墨田区八広六丁目５３番１６号先 向島

橘高校前 墨田区立花六丁目１番１５号先 向島

八広六丁目 墨田区八広六丁目２９番８号先 向島

東向島駅入口 墨田区東向島六丁目３２番４号先 向島

高木神社入口 墨田区東向島二丁目１１番１７号先 向島

十間橋北 墨田区文花一丁目１番５号先 向島

八広六丁目第二 墨田区八広六丁目５１番１３号先 向島

八広一丁目 墨田区八広一丁目７番１号先 向島

曳舟小学校角 墨田区京島三丁目９番７号先 向島

寺島中学校入口 墨田区八広一丁目２５番１５号先 向島

八広小前 墨田区八広六丁目９番１４号先 向島

東向島一丁目第二 墨田区東向島二丁目２０番１号先 向島
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曳舟文化センター 墨田区京島一丁目３８番１１号先 向島

墨田特別支援学校南 墨田区東向島六丁目４５番先 向島

⾧浦神社前 墨田区東向島六丁目２７番７号先 向島

東あづま駅前 墨田区立花三丁目１３番４号先 向島

東向島四丁目 墨田区東向島四丁目２０番２０号先 向島

京成曳舟駅前 墨田区京島一丁目４３番先 向島

平井橋第一公園前 墨田区立花四丁目３０番１７号先 向島

墨田特別支援学校北 墨田区東向島六丁目５６番９号先 向島

墨田生涯学習センター前 墨田区東向島六丁目６番１１号先 向島

墨田特別支援学校前 墨田区八広五丁目９番先 向島

白鬚橋東詰第二 墨田区堤通二丁目３番先 向島

曳舟交番前 墨田区東向島二丁目２７番１号先 向島

墨田川高校前 墨田区東向島三丁目３７番７号先 向島

東向島五丁目北 墨田区東向島五丁目２２番７号先 向島

向島消防署前 墨田区東向島六丁目２２番３号先 向島

白鬚公園南 墨田区墨田一丁目４番２号先 向島

大道中学校前 葛飾区立石五丁目３番８号先 亀有

小菅三丁目 葛飾区小菅四丁目２２番２０号先 亀有

小菅二丁目 葛飾区小菅三丁目１４番１７号先 亀有

亀有四丁目 葛飾区西亀有三丁目４３番１０号先 亀有

金町駅北口第二 葛飾区東金町一丁目４５番２号先 亀有

帝釈天参道 葛飾区柴又七丁目３番７号先 亀有

帝釈天参道第二 葛飾区柴又七丁目１番１０号先 亀有

東金町二丁目 葛飾区東金町二丁目３番１３号先 亀有

葛飾盲学校前 葛飾区小菅三丁目１９番７号先 亀有

葛飾盲学校東 葛飾区堀切七丁目２７番５号先 亀有

ふれあい動物広場前 葛飾区西亀有一丁目２７番地先 亀有

曳舟川親水公園 葛飾区お花茶屋三丁目７番１３号先 亀有

亀有駅前第一 葛飾区亀有三丁目２６番１号先 亀有

お花茶屋公園東 葛飾区お花茶屋一丁目２１番１５号先 亀有

亀有二丁目西第二 葛飾区亀有二丁目６２番５号先 亀有

金町駅南口交番南 葛飾区金町六丁目４番２号先 亀有

本田小学校前 葛飾区立石一丁目８番２０号先 葛飾

京成立石駅前 葛飾区立石一丁目２１番１号先 葛飾

上平井消防出張所前 葛飾区東新小岩七丁目１番１号先 葛飾

新小岩駅前 葛飾区新小岩一丁目４６番９号先 葛飾

堀切五丁目 葛飾区堀切五丁目５番３号先 葛飾

巽橋 葛飾区西新小岩四丁目４２番１６号先 葛飾

シンフォニーヒルズ前 葛飾区立石六丁目３３番１号先 葛飾
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立石一丁目 葛飾区立石一丁目１１番７号先 葛飾

立石駅前第二 葛飾区東立石四丁目４６番６号先 葛飾

青砥駅北口 葛飾区青戸三丁目３１番８号先 葛飾

堀切菖蒲園駅前 葛飾区堀切四丁目９番１０号先 葛飾

葛飾区役所前 葛飾区立石五丁目１２番６号先 葛飾

東新小岩三丁目 葛飾区東新小岩三丁目４番２１号先 葛飾

葛飾税務署前 葛飾区立石七丁目１１番１１号先 葛飾

新小岩一丁目 葛飾区新小岩一丁目５０番８号先 葛飾

西新小岩四丁目 葛飾区東新小岩五丁目１２番１号先 葛飾

渋江公園前 葛飾区立石一丁目６番先 葛飾

堀切駅ガード下 葛飾区堀切四丁目５２番５号先 葛飾

小松中学校前 葛飾区新小岩四丁目３０番１号先 葛飾

立石七丁目 葛飾区立石七丁目４番９号先 葛飾

新小岩駅前第二 葛飾区新小岩一丁目４７番先 葛飾

新小岩駅前第三 葛飾区新小岩一丁目４５番１号先 葛飾

新小岩駅北口 葛飾区西新小岩一丁目９番８号先 葛飾

新小岩ＪＲ官舎前 葛飾区新小岩二丁目２番２６号先 葛飾

立石駅前第三 葛飾区東立石三丁目３７番６号先 葛飾

生活会館前 葛飾区立石六丁目３３番１号先 葛飾

西町停留所前 葛飾区立石七丁目２番９号先 葛飾

松上小学校前 葛飾区西新小岩四丁目３３番１０号先 葛飾

葛飾勤労福祉会館前 葛飾区立石三丁目１３番４号先 葛飾

立石駅南 葛飾区東立石四丁目５４番６号先 葛飾

大道橋 葛飾区東立石三丁目２４番１１号先 葛飾

西新小岩一丁目 葛飾区西新小岩一丁目１番６号先 葛飾

新小岩東北広場入口 葛飾区東新小岩一丁目14番11号先 葛飾

小松川橋西詰 江戸川区小松川四丁目５２番地先 小松川

八蔵橋 江戸川区中央一丁目６番３号先 小松川

松江西 江戸川区松江一丁目１番１号先 小松川

江戸川区役所前 江戸川区中央一丁目３番７号先 小松川

平井駅出口 江戸川区平井五丁目１７番５号先 小松川

今井橋 江戸川区江戸川四丁目４番地先 小松川

瑞江大橋西詰 江戸川区一之江八丁目１８番先 小松川

環七一之江陸橋下 江戸川区一之江四丁目１番２２号先 小松川

瑞江大橋 江戸川区西瑞江四丁目１番地先 小松川

瑞江駅前 江戸川区瑞江二丁目３番１号先 小松川

平井駅北口第二 江戸川区平井五丁目２３番１号先 小松川

平井駅南口 江戸川区平井四丁目１１番６号先 小松川

平井駅南口第二 江戸川区平井四丁目１０番４号先 小松川
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環七一之江三丁目 江戸川区一之江四丁目１４番先 小松川

東小岩四丁目 江戸川区東小岩五丁目１番１２号先 小岩

柴又新道口 江戸川区北小岩二丁目１番１７号先 小岩

菅原橋 江戸川区本一色二丁目１番９号先 小岩

篠崎コミュニティ会館入口 江戸川区上篠崎四丁目１９番先 小岩

六軒島第二 江戸川区西小岩二丁目２０番１６号先 小岩

船堀小学校前 江戸川区船堀二丁目２２番２２号先 葛西

江戸川五丁目 江戸川区江戸川五丁目２２番地先 葛西

船堀駅 江戸川区船堀一丁目６番１１号先 葛西

新船堀大橋東詰 江戸川区船堀一丁目４番１３号先 葛西

中葛西二丁目 江戸川区中葛西二丁目１６番６号先 葛西

新田通り宇喜田町 江戸川区西葛西五丁目８番１４号先 葛西

第四葛西小学校前 江戸川区中葛西八丁目９番５号先 葛西

西葛西六丁目 江戸川区西葛西六丁目２８番１４号先 葛西

西葛西六丁目第三 江戸川区西葛西六丁目１２番１号先 葛西

西葛西駅北 江戸川区西葛西五丁目１番１号先 葛西

葛西駅前第二 江戸川区中葛西五丁目４２番８号先 葛西

中葛西三丁目 江戸川区中葛西三丁目３６番８号先 葛西

葛西駅前 江戸川区中葛西三丁目３７番１６号先 葛西

なぎさ団地前 江戸川区南葛西六丁目１５番先 葛西

西葛西二丁目 江戸川区西葛西二丁目２２番先 葛西

レクリエーション公園 江戸川区南葛西三丁目２３番先 葛西

葛西中学校北 江戸川区中葛西一丁目４２番１９号先 葛西

西葛西児童遊園前 江戸川区西葛西六丁目１１番先 葛西

中葛西五丁目 江戸川区中葛西五丁目４２番７号先 葛西

船堀駅前 江戸川区船堀三丁目６番先 葛西

清新第一小学校東 江戸川区清新町一丁目３番６号先 葛西

都住船堀四丁目東 江戸川区松江五丁目１９番１号先 葛西

葛西第七小学校前 江戸川区西葛西七丁目２番地先 葛西

環七東葛西七丁目 江戸川区東葛西七丁目２番５号先 葛西

八王子みなみ野駅入口 八王子市みなみ野一丁目７番地先 南大沢

北野公園南 八王子市⾧沼町１，３０７番地１１号先 南大沢

高嶺小学校前 八王子市北野台四丁目２０番先 南大沢

堀之内駅前 八王子市堀之内三丁目３５番地９先 南大沢

別所小学校入口北 八王子市別所一丁目１８番地先 南大沢

南大沢中学校西 八王子市南大沢四丁目１０番地先 南大沢

南大沢駅前第二 八王子市南大沢二丁目２番地先 南大沢

高尾駅前 八王子市高尾町１，５８３番地先 高尾

八王子四谷町 八王子市四谷町８１５番地先 高尾
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台町五差路 八王子市散田町一丁目１番１号先 高尾

多摩御陵入口 八王子市東浅川町４０番地先 高尾

元八王子中学校前 八王子市大楽寺町４１５番地先 高尾

東浅川 八王子市東浅川町５４８番地１先 高尾

都立八王子拓真高校南 八王子市散田町一丁目７番３号先 高尾

東浅川小学校前 八王子市東浅川町５５０番地先 高尾

めじろ台駅前 八王子市めじろ台一丁目９番７号先 高尾

西八王子駅南 八王子市散田町一丁目１番先 高尾

南多摩病院前 八王子市散田町三丁目９番１５号先 高尾

都立八王子拓真高校西 八王子市散田町一丁目１番先 高尾

道路試験場前 八王子市東浅川町５５２番地１８先 高尾

川原宿 八王子市下恩方町１，７４８番地先 高尾

八日町 八王子市八日町１０番１号 八王子

八王子八幡町 八王子市八幡町２番１７号先 八王子

明神町 八王子市明神町四丁目２１番１号先 八王子

本郷横丁 八王子市八幡町８番４号先 八王子

横山町 八王子市横山町２２番８号先 八王子

西八王子駅入口 八王子市千人町二丁目４番８号先 八王子

大和田町五丁目 八王子市大和田町五丁目３番７号先 八王子

千人町 八王子市千人町一丁目１０番５号先 八王子

八王子台町 八王子市上野町１０３番地１５先 八王子

八王子市本町 八王子市本町１０番９号先 八王子

子安町三丁目 八王子市子安町三丁目４番１号先 八王子

八王子保健所前 八王子市旭町１３番１８号先 八王子

いちょうホール西 八王子市大横町２番５号先 八王子

西八王子駅西入口 八王子市千人町二丁目１８番９号先 八王子

横山町郵便局前 八王子市横山町１０番１９号先 八王子

八王子中町 八王子市中町９番１１号先 八王子

八王子駅入口 八王子市横山町２５番４号先 八王子

八王子中町東第二 八王子市中町１番３号先 八王子

八日町第二 八王子市八日町８番１号先 八王子

八日町第三 八王子市八日町５番１７号先 八王子

八王子日吉町 八王子市日吉町１２番１３号 八王子

八日町西 八王子市八日町９番４号先 八王子

八王子中町東 八王子市中町１番３号先 八王子

八木町西 八王子市八木町４番６号先 八王子

八王子第三小学校入口 八王子市万町１５２番地先 八王子

八日町東 八王子市横山町１５番５号先 八王子

八王子市民体育館前 八王子市台町一丁目２６番１０号先 八王子

55



音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在

名称 所在地 警察署名

八王子消防署入口 八王子市上野町１５番地６先 八王子

浅川大橋南 八王子市元横山町一丁目１５番１号先 八王子

八王子駅前郵便局 八王子市旭町１１番６号先 八王子

八王子市営球場前 八王子市台町二丁目１２番地先 八王子

八王子駅入口東 八王子市新町１番８号先 八王子

八王子第七小学校前 八王子市台町四丁目１１番１０号先 八王子

富士森公園北 八王子市台町二丁目２番先 八王子

南多摩中等教育学校前 八王子市明神町四丁目１４番１号先 八王子

東楢原三差路 八王子市楢原町１，１２７番地１先 八王子

八王子駅前郵便局西 八王子市東町１２番１号先 八王子

八王子駅北口中央第二 八王子市旭町１２番９号先 八王子

八王子駅北口西 八王子市旭町８番１号先 八王子

八王子東町 八王子市東町７番１５号先 八王子

富士森交番前 八王子市上野町２７番地先 八王子

大谷団地入口 八王子市大和田五丁目３４番７号先 八王子

京王八王子駅前 八王子市明神町四丁目６番１号先 八王子

京王八王子駅前第二 八王子市明神町四丁目６番３号先 八王子

八王子駅入口南 八王子市横山町３番１３先 八王子

八王子駅入口西 八王子市横山町２３番地先 八王子

富士森公園前 八王子市台町二丁目２番 八王子

子安町四丁目 八王子市万町２０番地２先 八王子

八王子駅南口 八王子市子安町四丁目８番１号先 八王子

新町西 八王子市元横山町二丁目２番２号先 八王子

八王子市役所入口 八王子市元本郷町三丁目１７番８号先 八王子

八王子駅入口北 八王子市横山町２５番９号先 八王子

八王子中町第三 八王子市中町９番７号先 八王子

八王子簡易裁判所南 八王子市明神町四丁目２１番２号先 八王子

千人町三丁目 八王子市千人町三丁目１８番２３号先 八王子

八王子市役所北 八王子市中野上町四丁目２２番１号先 八王子

八王子市役所前 八王子市元本郷町四丁目２０番先 八王子

浅川大橋南第二 八王子市元横山町二丁目２番９号先 八王子

山田駅前 八王子市緑町６０４番地先 八王子

八王子駅南口西 八王子市子安町四丁目７番１４号先 八王子

八王子盲学校正門前 八王子市台町三丁目１９番２２号先 八王子

八王子盲学校北 八王子市台町四丁目２９番１号先 八王子

子安町四丁目東 八王子市子安町四丁目６番５号先 八王子

大竹学園前 八王子市台町三丁目２９番１９号先 八王子

八王子盲学校西 八王子市台町四丁目３１番６号先 八王子

信松院西 八王子市台町三丁目１９番２８号先 八王子
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富士森公園南 八王子市台町二丁目７番２４号先 八王子

子安町一丁目 八王子市子安町一丁目８番１２号先 八王子

多摩境駅北第二 町田市小山ヶ丘二丁目３番地先 南大沢

多摩境駅東入口 町田市小山ヶ丘二丁目５番地先 南大沢

多摩境駅前 町田市小山ヶ丘三丁目２８番地先 南大沢

小山給水塔南 町田市小山ヶ丘四丁目５番地先 南大沢

多摩境駅西口 町田市小山ヶ丘五丁目２番地先 南大沢

小山ヶ丘町有 町田市小山ヶ丘五丁目７番先 南大沢

町田馬場 町田市小山町１７７番地３先 南大沢

多摩ニュータウン入口 町田市小山町３１６６番地１先 南大沢

町田西郵便局前 町田市小山町３２０４番１号先 南大沢

中村不動 町田市小山町７０４番地１先 南大沢

小山郵便局東 町田市小山町７７０番地１先 南大沢

坂本橋 町田市小山町２６３６番地先 南大沢

相原踏切西 町田市相原町１，２３６番先 南大沢

相原駅入口西 町田市相原町１２６１番３号 南大沢

１６号バイパス相原町 町田市相原町７１３番地先 南大沢

町田市立堺中学校入口 町田市相原町７４６番地先 南大沢

相原郵便局東 町田市相原町７８１番地先 南大沢

相原駅入口 町田市相原町７９６番地１２先 南大沢

小山中央小学校前 町田市小山ヶ丘三丁目７番１号先 南大沢

ＪＲ町田駅横 町田市原町田6丁目６番１７号先 町田

中町交番前 町田市中町一丁目２０番１３号先 町田

町田福祉会館前 町田市原町田五丁目２番１３号先 町田

忠生市民センター前 町田市忠生三丁目１４番１号先 町田

鶴川駅東口 町田市能ヶ谷四丁目３番７号先 町田

木曽 町田市木曽東四丁目２６番１１号先 町田

忠生第一調整池西 町田市山崎一丁目１番１０号先 町田

版画美術館入口 町田市原町田四丁目１６番１１号先 町田

三塚 町田市原町田二丁目６番１１号先 町田

鶴川団地中央 町田市鶴川二丁目１３番地７先 町田

町田市立第一中学校前 町田市中町一丁目２７番５号先 町田

金森郵便局前 町田市金森東一丁目１１番３２号先 町田

町田中央通り 町田市原町田三丁目３番２８号先 町田

鶴間三丁目 町田市鶴間3丁目５番先 町田

鶴川市民センター前 町田市大蔵町８１０番地先 町田

境川団地中央 町田市木曽東二丁目１０番１２号先 町田

町田市民病院入口 町田市森野三丁目１５番１６号先 町田

桜美林学園西 町田市常盤町３，６５４番地先 町田
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玉川学園前駅前 町田市玉川学園二丁目２０番先 町田

町田市民ホール 町田市森野二丁目２番３６号先 町田

忠生第一小学校東 町田市忠生二丁目２９番地先 町田

和光学園前 町田市真光寺１，３３８番地先 町田

町田市役所 町田市森野二丁目２番４５号先 町田

原町田五丁目 町田市原町田五丁目５番９号先 町田

町田南農協会館前 町田市小川１，２６０番地先 町田

森野一丁目 町田市森野一丁目１１番１６号先 町田

町田中町一丁目 町田市森野二丁目３０番１４号先 町田

金森第一 町田市金森三丁目１番先 町田

下根岸 町田市忠生三丁目１４番地先 町田

南大谷 町田市南大谷219番地先 町田

町田郵便局前 町田市旭町三丁目２番２２号先 町田

成瀬鞍掛 町田市成瀬２，２４８番地先 町田

町田駅西口 町田市森野一丁目１７番１９号先 町田

東名横浜インター出口 町田市鶴間１，６８５番地２先 町田

町田一中角 町田市中町一丁目２８番地先 町田

町田小川小学校北 町田市小川二丁目９番３５号先 町田

山崎団地センター 町田市本町田２，５０７番地先 町田

町田南四小裏 町田市金森三丁目５番１号先 町田

鶴間公園北 町田市鶴間三丁目１番先 町田

町田小川二丁目 町田市小川二丁目２７番先 町田

南町田北 町田市鶴間７８５番地先 町田

忠生農協北 町田市忠生二丁目２８番地先 町田

金森四丁目北 町田市金森四丁目２番１８号先 町田

玉川学園駅西 町田市玉川学園二丁目１１番２９号先 町田

町田保健所入口 町田市中町二丁目１３番１４号先 町田

つくし野駅前 町田市つくし野一丁目２２番地１先 町田

成瀬駅東 町田市南成瀬五丁目１番地１０先 町田

町田税務署入口 町田市中町一丁目２０番２３号先 町田

成瀬駅前 町田市南成瀬一丁目３番地５先 町田

成瀬駅ガード北 町田市南成瀬五丁目１番先 町田

成瀬駅ガード南 町田市成瀬が丘二丁目１番地１３先 町田

成瀬駅南 町田市成瀬が丘二丁目３０番地４先 町田

袋ヶ丘住宅前 町田市野津田町３３８８番地先 町田

木曽三家 町田市木曽東四丁目２１番４３号先 町田

鶴川三丁目東 町田市鶴川三丁目１７番地２先 町田

南つくし野小東 町田市南つくし野三丁目９番地６先 町田

原町田境橋 町田市原町田一丁目６番２３号先 町田
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すずかけ台駅西 町田市南つくし野三丁目２番地先 町田

木曽東四丁目 町田市木曽東四丁目２８番１９号先 町田

町田駅ロータリー 町田市原町田六丁目２番先 町田

鶴川駅広場前 町田市能ヶ谷一丁目６番９号先 町田

成瀬駅前広場 町田市南成瀬一丁目２番地１先 町田

町田バスターミナル 町田市原町田四丁目７番１４号先 町田

町田バスターミナル西 町田市原町田四丁目３番８号先 町田

伝重寺北 町田市木曽西四丁目３５番１号先 町田

町田市立総合体育館前 町田市南成瀬五丁目３番地６先 町田

町田中央図書館前 町田市原町田二丁目１番１号先 町田

玉川学園前 町田市玉川学園六丁目１番１１０号先 町田

浄運寺前 町田市原町田６丁目２３番先 町田

南町田駅東 町田市鶴間三丁目８番先 町田

栄通り中央 町田市森野一丁目３２番１２号先 町田

鶴川駅 町田市能ヶ谷二丁目５番先 町田

ＪＲ町田駅前 町田市原町田六丁目５番７号先 町田

原町田中央通り 町田市原町田六丁目２１番３０号先 町田

ＪＲ町田駅前北 町田市原町田六丁目８番先 町田

鶴川駅西口 町田市能ヶ谷二丁目４番６号先 町田

南成瀬一丁目 町田市南成瀬一丁目８番１先 町田

森野新道 町田市森野一丁目３０番１１号先 町田

桜美林大学前 町田市常盤町３，７５８番地先 町田

森野二丁目 町田市森野二丁目３１番１号先 町田

町田市民フォーラム前 町田市原町田4丁目９番８号先 町田

矢野口 稲城市矢野口６１９番地の１先 多摩中央

稲城⾧沼駅入口 稲城市東⾧沼１０４０番地先 多摩中央

稲城大丸 稲城市大丸９２８番地先 多摩中央

稲城市福祉センター入口 稲城市百村１６０１番地２先 多摩中央

稲城向陽台中央 稲城市向陽台六丁目８番先 多摩中央

稲城市役所前 稲城市東⾧沼２１０７番地１先 多摩中央

矢野口駅前 稲城市矢野口３２３番２先 多摩中央

聖蹟桜ヶ丘駅前 多摩市関戸一丁目１１番地の１６先 多摩中央

聖蹟桜ヶ丘駅前東 多摩市関戸一丁目１２番地の５先 多摩中央

新大栗橋 多摩市関戸四丁目１０番地先 多摩中央

諏訪下橋 多摩市貝取１５０６番地先 多摩中央

永山橋 多摩市乞田１４３１番地先 多摩中央

多摩消防署前 多摩市永山一丁目２番先 多摩中央

多摩市役所前 多摩市関戸六丁目１３番地先 多摩中央

多摩山王橋南 多摩市落合一丁目９番地の１先 多摩中央
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多摩センター駅東 多摩市落合一丁目３９番地の２先 多摩中央

多摩センター駅前 多摩市落合一丁目３９番１号先 多摩中央

東電多摩営業所前 多摩市落合一丁目８番４号先 多摩中央

多摩南部地域病院 多摩市中沢二丁目３番３号先 多摩中央

多摩中央警察署東 多摩市落合一丁目無番地先 多摩中央

多摩保健所前 多摩市永山五丁目５番地先 多摩中央

多摩鶴牧二丁目 多摩市鶴牧一丁目２５番１号先 多摩中央

多摩青木葉 多摩市落合三丁目５番地の２先 多摩中央

聖蹟桜ヶ丘駅東口 多摩市関戸二丁目４１番地の１先 多摩中央

多摩桜の丘学園前 多摩市聖ヶ丘二丁目２番地先 多摩中央

聖ヶ丘一丁目 多摩市聖ヶ丘一丁目無番地先 多摩中央

多摩市総合福祉センター前 多摩市南野三丁目１５番先 多摩中央

聖蹟桜ヶ丘駅西口 多摩市関戸一丁目１番地の５先 多摩中央

唐木田駅東 多摩市鶴牧二丁目２５番地の１先 多摩中央

永山駅北 多摩市永山一丁目８番地の１先 多摩中央

唐木田駅前 多摩市唐木田一丁目５３番５号先 多摩中央

東大和市駅前 東大和市向原六丁目１，４０８番地３３号先 東大和

新堀 東大和市清原三丁目１番地先 東大和

学園通り入口 武蔵村山市緑が丘１４６０番地先 東大和

青梅市役所前第一 青梅市東青梅一丁目１１番１号先 青梅

青梅末広町二丁目西 青梅市末広町二丁目２番８号先 青梅

千ヶ瀬二丁目 青梅市千ヶ瀬町二丁目２４３番地先 青梅

わかぐさ公園前 青梅市河辺町七丁目１４番地の２先 青梅

小作駅北 青梅市新町三丁目２番地先 青梅

梅郷二丁目 青梅市梅郷二丁目１５６番地先 青梅

みち境 青梅市根ヶ布二丁目７２２番地 青梅

青梅合同庁舎前 青梅市河辺町六丁目４番１号先 青梅

永山公園入口 青梅市住江町５５番地先 青梅

五日市出張所入口 あきる野市五日市１番地先 五日市

五日市駅前 あきる野市舘谷２１９番地７先 五日市

東町 あきる野市五日市１６４番地先 五日市

五日市小学校入口 あきる野市五日市５３番地先 五日市

五日市給食センター入口 あきる野市五日市１４０番地先 五日市

西秋留 あきる野市雨間２６０番地先 福生

あきる野市役所秋川庁舎前 あきる野市二宮３５０番地先 福生

秋川駅前 あきる野市秋川二丁目１番地６先 福生

秋川キララホール前 あきる野市秋川一丁目１７番地１先 福生

油平 あきる野市油平２４９番地先 福生

文化の森入口 西多摩郡日の出町大字平井２７１４番地先 五日市
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阿伎留医療センター西 西多摩郡日の出町大字平井１４５４番地３先 五日市

瑞穂加藤塚 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎２，０９５番地先 福生

十六号石畑北 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎１９６３番地１先 福生

武蔵野駐在所前 西多摩郡瑞穂町むさし野一丁目１０番地１９先 福生

羽村街道 羽村市神明台三丁目１番地の１先 福生

羽村四面道 羽村市五ノ神三丁目５番地先 福生

羽村神明台一丁目 羽村市神明台一丁目４番地１先 福生

栄小学校入口 羽村市栄町三丁目４番地先 福生

羽村グリーントリム入口 羽村市小作台五丁目２９番地６先 福生

羽村間坂 羽村市栄町二丁目２２番地５先 福生

羽村団地入口 羽村市富士見平一丁目１３番地１先 福生

小作変電所前 羽村市小作台一丁目２９番地先 福生

羽村駅東口前 羽村市五ノ神一丁目３番地の１０先 福生

羽村消防署入口 羽村市栄町三丁目３番地先 福生

羽村富士見小学校西 羽村市緑ヶ丘一丁目２３番地先 福生

富士見第一保育園前 羽村市緑ヶ丘二丁目１番１１号先 福生

五ノ神武蔵野南 羽村市五ノ神一丁目４番地先 福生

羽村栄町二丁目 羽村市栄町二丁目１０番地の７先 福生

羽村間坂西 羽村市羽加美一丁目３３番地先 福生

羽村富士見小学校北 羽村市緑ヶ丘二丁目１９番地先 福生

羽村郵便局前 羽村市緑ヶ丘一丁目１４番地先 福生

羽村栄町一丁目 羽村市栄町一丁目１２番地の１先 福生

羽村水木公園前 羽村市神明台二丁目１番地先 福生

羽村郵便局北 羽村市緑ヶ丘五丁目１７番２１号先 福生

羽村郵便局前第二 羽村市緑ヶ丘一丁目６番地先 福生

羽村公民館前 羽村市緑ヶ丘二丁目１１番２号先 福生

羽村小作坂上第二 羽村市小作台五丁目２０番地８先 福生

小作駅入口 羽村市小作台四丁目１１番地先 福生

羽村駅東口第二 羽村市五ノ神一丁目２番地の１０先 福生

羽村市役所前 羽村市緑ヶ丘五丁目２番１号先 福生

羽村街道西 羽村市神明台二丁目１番地先 福生

羽村栄小学校前 羽村市栄町二丁目６番地の４先 福生

羽村特別支援学校 羽村市五ノ神３１９番地１先 福生

羽村四面道南 羽村市五ノ神三丁目１番地先 福生

羽村駅北 羽村市五ノ神四丁目６番地先 福生

小作駅北第二 羽村市小作台二丁目１７番地の２４先 福生

羽村小作西 羽村市小作台四丁目４番地１先 福生

武蔵野公園入口 羽村市栄町一丁目１３番地１４先 福生

栄小学校西 羽村市栄町二丁目７番地先 福生

61



音響式信号機設置場所一覧表 令和4年3月31日現在

名称 所在地 警察署名

五ノ神三丁目 羽村市五ノ神三丁目１６番１号先 福生

羽村富士見公園入口 羽村市緑ヶ丘四丁目１０番地１７先 福生

羽村スポーツセンター北 羽村市羽加美一丁目６番１号先 福生

羽村栄町一丁目東 羽村市栄町一丁目８番先 福生

富士見平二丁目 羽村市富士見平二丁目１８番先 福生

小作台一丁目 羽村市小作台一丁目２０番５号先 福生

福生駅西 福生市福生１１１０番地先 福生

鍋ヶ谷戸 福生市熊川７４２番地先 福生

福生駅前 福生市福生７６７番地先 福生

加美郵便局前 福生市加美平二丁目１番地１先 福生

加美郵便局前第二 福生市東町１５番地１先 福生

福生市役所前 福生市本町５番地先 福生

日野駅前 日野市日野本町四丁目６番地６先 日野

川崎街道入口 日野市日野本町七丁目３番地の８先 日野

豊田駅前 日野市多摩平一丁目３番地先 日野

多摩平五丁目 日野市多摩平五丁目１番地先 日野

高幡 日野市三沢三丁目５３番地の１５先 日野

高幡不動東 日野市高幡７０６番地の２先 日野

日野駅前東 日野市日野本町四丁目５番地の１２先 日野

高幡不動前 日野市高幡１番地先 日野

南平高校入口 日野市南平七丁目３番地先 日野

日野旭が丘六丁目 日野市旭が丘二丁目７番地の１３先 日野

日野総合病院 日野市多摩平六丁目１番地先 日野

日野旭が丘二丁目 日野市旭が丘一丁目１０番地先 日野

日野富士町 日野市旭が丘一丁目３番地の１１先 日野

日野二中入口 日野市多摩平二丁目５番地先 日野

多摩平第一公園 日野市多摩平三丁目２番地先 日野

多摩平交番 日野市多摩平二丁目５番地先 日野

高幡第二 日野市高幡７１４番地先 日野

日野市役所入口 日野市日野本町三丁目１４番地の４先 日野

日野駅入口 日野市日野本町三丁目１４番地の１先 日野

日野坂上 日野市新町一丁目１３番地の１１先 日野

日野第一小学校西 日野市日野本町二丁目１０番地先 日野

日野市役所前 日野市神明三丁目１番地の１先 日野

平山五丁目 日野市平山六丁目１番地先 日野

百草団地 日野市百草９９９番地先 日野

南平駅入口 日野市南平八丁目１７番地の２０先 日野

日野旭が丘一丁目 日野市旭が丘一丁目９番地先 日野

多摩平六丁目 日野市多摩平四丁目９番地の２先 日野
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南平二丁目 日野市南平二丁目６３番地の１先 日野

高幡不動駅前 日野市高幡１００８番地の６先 日野

豊田駅前第二 日野市多摩平一丁目１０番地先 日野

市民会館前 日野市神明一丁目１１番地の１２先 日野

平山六丁目 日野市平山六丁目１番地の９先 日野

日野旭が丘三丁目 日野市旭が丘三丁目１番地の８先 日野

神明三丁目 日野市神明三丁目１７番地の１先 日野

生活・保健センター北 日野市日野本町一丁目６番地の２先 日野

日野第一小東 日野市日野本町一丁目１２番地の２５先 日野

日野旭が丘中央公園前 日野市旭が丘三丁目１番地の２５先 日野

日野富士町東 日野市富士町１番地先 日野

多摩平幼稚園前 日野市多摩平二丁目９番地の３先 日野

仲田小学校西 日野市日野本町四丁目２７番地の１８先 日野

日野大昌寺西 日野市日野本町三丁目１３番地の１６先 日野

日野駅東 日野市日野本町三丁目５番地先 日野

日野駅南 日野市大坂上一丁目３０番地の２４先 日野

平山三丁目 日野市平山三丁目４１番地先 日野

神明四丁目 日野市神明四丁目１８番地先 日野

日野本町二丁目 日野市日野本町二丁目１７番１９号先 日野

豊田駅前第三 日野市多摩平一丁目９番地の１先 日野

仲田小学校入口 日野市日野本町六丁目１番地先 日野

日野旭が丘二丁目南 日野市旭が丘一丁目１２番地の５先 日野

富士町南 日野市旭が丘一丁目３番１０号先 日野

多摩平児童公園前 日野市多摩平二丁目５番地先 日野

高幡不動駅入口 日野市高幡１００５番地の６先 日野

日野万願寺駅前 日野市石田一丁目１７番地の５先 日野

日野八小入口 日野市高幡１０１２番地の８先 日野

日野駅北 日野市新町一丁目１８番地の７先 日野

日野新町一丁目 日野市栄町一丁目１番地の１先 日野

高幡不動駅前第二 日野市高幡１００７番地の５先 日野

日野栄町一丁目 日野市栄町一丁目３９番地先 日野

東光寺駐在所東 日野市栄町二丁目１５番地先 日野

東光寺駐在所西 日野市栄町二丁目１７番地先 日野

ふれあいホール前 日野市日野本町六丁目１番地の３先 日野

日野栄町一丁目南 日野市栄町一丁目３１番地の５ 日野

中神駅入口 昭島市朝日町三丁目６番１号先 昭島

拝島郵便局前 昭島市拝島町二丁目８番１１号先 昭島

昭島文化地区 昭島市中神町１１５７番地先 昭島

昭島市民図書館前 昭島市東町二丁目６番３３号先 昭島
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昭島昭和町四丁目 昭島市昭和町四丁目７番１９号先 昭島

馬頭観音前 昭島市朝日町三丁目１番先 昭島

昭島市民会館西 昭島市つつじが丘二丁目８番４３号先 昭島

昭島駅南口 昭島市昭和町二丁目４番先 昭島

昭島駅北口 昭島市田中町５８４番地１４先 昭島

昭島市民会館西第二 昭島市田中町５６２番地先 昭島

昭島市役所中央第一 昭島市田中町一丁目２７番先 昭島

昭島十二神社南 昭島市玉川町五丁目６番先 昭島

市民会館西 立川市錦町三丁目５番１号先 立川

曙橋 立川市曙町二丁目８番３号先 立川

柴崎二丁目 立川市柴崎町二丁目９番１号先 立川

富士見町六丁目 立川市富士見町六丁目１９番１号先 立川

立川駅北口 立川市曙町二丁目１２番１号先 立川

立川駅北口西 立川市曙町二丁目４番６号先 立川

立川至誠老人ホーム前 立川市錦町六丁目２４番２１号先 立川

災害医療センター前 立川市緑町３１７３番地先 立川

立川富士見町二丁目第二 立川市富士見町二丁目２２番１９号先 立川

砂川九番北 立川市若葉町三丁目３番３号先 立川

立川合同庁舎前 立川市錦町四丁目１番先 立川

地域センター前 立川市西砂町六丁目１２番地の４先 立川

立川健康会館西 立川市高松町二丁目１番先 立川

立川病院東 立川市錦町四丁目４番５号先 立川

第四機動隊北 立川市緑町３，５６７番地先 立川

昭和記念公園あけぼの口 立川市曙町二丁目４２番２３号先 立川

立川市役所 立川市泉町１１５６番地９先 立川

モノレール基地脇 立川市泉町９３５番地１先 立川

裁判所前 立川市緑町１０番地４先 立川

高松駅北 立川市緑町９番地先 立川

福祉センター前 国立市富士見台一丁目７番１号先 立川

富士見台第一団地 国立市富士見台一丁目１２番地先 立川

国立市民総合体育館前 国立市富士見台二丁目４８番地先 立川

国立富士見通り入口 国立市中一丁目９番地５３先 立川

国立旭通り入口 国立市東一丁目６番地７先 立川

国立高校西 国立市富士見台二丁目１番地の１先 立川

国立駅交番前 国立市東一丁目４番地の１３先 立川

谷保駅北 国立市富士見台二丁目１４番地４号先 立川

谷保第三公園北 国立市富士見台二丁目３３番１号先 立川

府中市役所前 府中市宮西町二丁目１３番地の４ 府中

大国魂神社前 府中市宮西町二丁目２番地先 府中
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府中寿町三丁目 府中市寿町二丁目４番地の１２先 府中

府中寿町一丁目 府中市寿町一丁目１番地の３２先 府中

大国魂神社西 府中市本町一丁目１０番地の１ 府中

浅間町 府中市新町二丁目５９番地先 府中

府中警察署前 府中市府中町一丁目１０番５号先 府中

八幡宿 府中市宮町一丁目３６番９号先 府中

けやき並木北 府中市寿町一丁目１０番地の１先 府中

多磨霊園正門入口 府中市紅葉丘二丁目７番４号先 府中

府中福祉会館前 府中市府中町二丁目２５番地の１先 府中

市民球場前 府中市寿町二丁目１８番地先 府中

合同庁舎入口 府中市宮西町二丁目１１番９号先 府中

紅葉丘二丁目 府中市紅葉丘一丁目３９番１３号先 府中

宮西町三丁目 府中市宮西町三丁目７番地１号先 府中

ルミエール府中東 府中市府中町二丁目２１番地の４先 府中

晴見二丁目 府中市晴見町二丁目２４番地 府中

多磨駐在所前 府中市紅葉丘二丁目２９番地先 府中

府中農業高校北角 府中市幸町一丁目１番地先 府中

府中宮町二丁目 府中市宮町一丁目２５番地先 府中

府中本町駅入口 府中市本町一丁目１４番１号先 府中

ルミエール府中前 府中市府中町二丁目２４番１号先 府中

府中駅北口 府中市府中町一丁目１２番地の７先 府中

多磨霊園駅北 府中市若松町一丁目２３番１１号先 府中

府中住吉町五丁目 府中市住吉町二丁目２８番地の１６先 府中

南町交番北 府中市南町四丁目９番１１号先 府中

新町一丁目東 府中市新町一丁目６７番９号先 府中

福祉センター前 府中市南町五丁目３８番地先 府中

朝日町三丁目 府中市朝日町一丁目３３番先 府中

都立府中病院入口 府中市武蔵台二丁目１７番地の１先 府中

府中美好町三丁目東 府中市美好町三丁目３番地の９先 府中

東郷寺通り 府中市清水が丘三丁目２３番１号先 府中

大国魂神社東 府中市宮町二丁目２番地の１８先 府中

中央文化センター西 府中市府中町一丁目２７番地の１４先 府中

府中朝日フットボールパーク北 府中市朝日町三丁目７番地先 府中

多磨駅入口 府中市朝日町二丁目２７番１２号先 府中

前原坂上 小金井市前原町三丁目４１番２４号先 小金井

小金井本町二丁目 小金井市本町四丁目１番３８号先 小金井

小金井第一小学校前第一 小金井市中町一丁目９番１９号 小金井

貫井北町学芸大角 小金井市貫井北町四丁目１番先 小金井

武蔵小金井駅北口 小金井市本町五丁目１番先 小金井
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小金井中町三丁目 小金井市本町一丁目１３番３号先 小金井

小金井市保健センター前 小金井市貫井北町五丁目１８番１８号先 小金井

学芸大東門前 小金井市貫井北町二丁目４番１６号先 小金井

小金井郵便局前 小金井市本町五丁目３７番３０号先 小金井

小金井消防署前 小金井市本町六丁目６番１号先 小金井

小金井第一小学校前第二 小金井市中町一丁目９番２１号先 小金井

栗山公園前 小金井市中町二丁目２１番先 小金井

公園駐車場入口 小金井市関野町一丁目７番先 小金井

小金井商工会館前 小金井市本町五丁目９番先 小金井

市立南中学校前 小金井市貫井南町一丁目２４番１号先 小金井

小金井福祉会館前 小金井市中町四丁目１５番１４号先 小金井

小金井本町二丁目南 小金井市本町二丁目６番１３号先 小金井

小金井本町五丁目 小金井市本町五丁目１３番１号先 小金井

農工大通り入口 小金井市本町六丁目１４番４５号先 小金井

小金井公園西門 小金井市桜町三丁目７番先 小金井

小金井東小学校前 小金井市東町四丁目２５番７号先 小金井

武蔵小金井駅北第二 小金井市本町五丁目１番地先 小金井

小金井市役所 小金井市本町六丁目４番１号先 小金井

学芸大北門前 小金井市貫井北町三丁目９番６号先 小金井

⾧昌寺入口 小金井市梶野町一丁目５番３５号先 小金井

栗山公園北 小金井市中町二丁目２２番３２号先 小金井

武蔵小金井駅南口 小金井市本町一丁目１８番１０号先 小金井

武蔵小金井駅北口東 小金井市本町五丁目１２番地先先 小金井

前原交番東 小金井市前原町四丁目１０番１１号先 小金井

稲荷神社前 国分寺市光町一丁目２３番地２先 小金井

国分寺南町二丁目 国分寺市南町二丁目１１番２１号先 小金井

本多公民館西 国分寺市本多一丁目６番３号先 小金井

国分寺駅南口第一 国分寺市南町三丁目１７番３号先 小金井

国分寺駅南口第四 国分寺市南町三丁目１８番１号先 小金井

国分寺市役所前 国分寺市戸倉一丁目５番地先 小金井

国分寺第二小学校前 国分寺市光町三丁目１番１号先 小金井

国分寺第四小学校入口 国分寺市西元町二丁目１７番地先 小金井

国分寺南町一丁目 国分寺市南町二丁目１番３７号先 小金井

東伏見 西東京市東伏見六丁目１０番２２号先 田無

田無町三丁目 西東京市田無町一丁目２番３１号先 田無

ひばりが丘駅入口 西東京市谷戸町三丁目２８番先 田無

田無駅北口 西東京市田無町五丁目１番１号先 田無

谷戸町三丁目 西東京市谷戸町三丁目２６番１号先 田無

新柳沢団地東 西東京市東伏見五丁目９番２３号先 田無
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ひばりが丘駅南 西東京市谷戸町三丁目２７番先 田無

西武柳沢駅南 西東京市柳沢二丁目１９番１５号先 田無

谷戸町三丁目東 西東京市谷戸町三丁目２０番先 田無

下保谷二丁目東 西東京市下保谷二丁目９番 田無

柳橋 武蔵野市関前四丁目９番６号 田無

八幡宮前 武蔵野市吉祥寺北町一丁目１番１号先 武蔵野

成蹊学園前 武蔵野市吉祥寺北町三丁目４番４号先 武蔵野

吉祥寺駅南口 武蔵野市吉祥寺南町一丁目２番７号先 武蔵野

仲町通り 武蔵野市吉祥寺本町二丁目３番先 武蔵野

武蔵野中央 武蔵野市吉祥寺北町四丁目１３番５号先 武蔵野

境南町二丁目 武蔵野市境南町二丁目２７番１号先 武蔵野

八幡町四丁目 武蔵野市八幡町四丁目１番６号先 武蔵野

西久保三丁目 武蔵野市緑町一丁目４番１号先 武蔵野

武蔵野市営プール前 武蔵野市吉祥寺北町五丁目１１番３０号先 武蔵野

武蔵野警察署前 武蔵野市中町一丁目１１番４号先 武蔵野

吉祥寺駅前 武蔵野市吉祥寺南町一丁目１番１０号先 武蔵野

関前橋 武蔵野市八幡町二丁目３番１７号先 武蔵野

武蔵野市立三中入口 武蔵野市吉祥寺東町一丁目１８番１９号先 武蔵野

日本獣医大前 武蔵野市境南町二丁目２番２０号先 武蔵野

吉祥寺本町一丁目 武蔵野市吉祥寺本町一丁目３７番８号先 武蔵野

武蔵野五小入口 武蔵野市関前三丁目３番１４号先 武蔵野

武蔵野大学 武蔵野市八幡町三丁目８番７号先 武蔵野

境二丁目第一 武蔵野市境二丁目７番１号先 武蔵野

境二丁目第二 武蔵野市境二丁目２番１７号先 武蔵野

中央通り 武蔵野市中町二丁目４番１号先 武蔵野

武蔵野赤十字前 武蔵野市境南町一丁目２６番１号先 武蔵野

千川小前 武蔵野市八幡町三丁目５番２５号先 武蔵野

武蔵野緑町 武蔵野市吉祥寺北町四丁目１３番１６号先 武蔵野

境一丁目 武蔵野市境一丁目１９番１号先 武蔵野

武蔵野市立高齢者総合センター前 武蔵野市緑町一丁目３番１７号先 武蔵野

吉祥寺南町第二 武蔵野市吉祥寺本町二丁目２番１７号先 武蔵野

武蔵野市民文化会館前 武蔵野市中町三丁目９番１１号先 武蔵野

武蔵野欅橋 武蔵野市中町一丁目３番１号先 武蔵野

吉祥寺駅南口第二 武蔵野市吉祥寺南町一丁目２番３号先 武蔵野

吉祥寺南町三丁目 武蔵野市吉祥寺南町三丁目１３番２号先 武蔵野

境南小学校裏 武蔵野市境南町二丁目１１番先 武蔵野

吉祥寺駅東口交番 武蔵野市吉祥寺本町一丁目１７番１号先 武蔵野

吉祥寺駅北 武蔵野市吉祥寺東町一丁目７番１号先 武蔵野

武蔵野中町二丁目 武蔵野市中町二丁目９番３２号先 武蔵野
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吉祥寺駅北第二 武蔵野市吉祥寺東町一丁目６番２７号先 武蔵野

自然文化園前 武蔵野市御殿山一丁目１７番先 武蔵野

商工会館前  武蔵野市吉祥寺本町一丁目１０番５号先 武蔵野

本町新道 武蔵野市吉祥寺本町一丁目１３番１０号先 武蔵野

万助橋北 武蔵野市御殿山一丁目１７番先 武蔵野

中町新道 武蔵野市中町一丁目２１番８号先 武蔵野

境南町三丁目 武蔵野市境南町三丁目２３番１５号先 武蔵野

三谷通り入口 武蔵野市西久保一丁目６番１４号先 武蔵野

大野田小学校裏 武蔵野市緑町二丁目２番先 武蔵野

武蔵野緑町二丁目 武蔵野市緑町二丁目４番先 武蔵野

武蔵野市役所前 武蔵野市吉祥寺北町五丁目１１番２０号先 武蔵野

吉祥寺南町二丁目 武蔵野市吉祥寺南町一丁目３1番２号先 武蔵野

電通研裏 武蔵野市緑町三丁目３番６号先 武蔵野

武蔵野簡易裁判所前 武蔵野市中町二丁目９番３２号先 武蔵野

武蔵境駅南口 武蔵野市境南町二丁目３番６号先 武蔵野

中町一丁目 武蔵野市中町一丁目１１番１号先 武蔵野

本町新道第二 武蔵野市吉祥寺本町一丁目１３番１号先 武蔵野

西久保二丁目 武蔵野市西久保一丁目３９番７号先 武蔵野

三鷹武蔵野保健所前 武蔵野市中町三丁目４番３号先 武蔵野

御殿山一丁目 武蔵野市御殿山一丁目３番７号先 武蔵野

井の頭公園入口 武蔵野市御殿山一丁目７番１２号先 武蔵野

武蔵野稲荷神社前 武蔵野市緑町一丁目６番６号先 武蔵野

天文台踏切南 武蔵野市境南町二丁目５番８号先 武蔵野

中町三丁目 武蔵野市西久保三丁目１番１号先 武蔵野

市立南保育園前 武蔵野市吉祥寺南町四丁目２番１３号先 武蔵野

井の頭高架東 武蔵野市吉祥寺南町二丁目７番１号先 武蔵野

宮本小路出口 武蔵野市吉祥寺東町一丁目１７番２０号先 武蔵野

武蔵野警察署南 武蔵野市西久保一丁目４番１号先 武蔵野

境南三丁目第二 武蔵野市境南町三丁目２２番９号先 武蔵野

吉祥寺南町三丁目第二 武蔵野市吉祥寺南町四丁目１０番１２号先 武蔵野

吉祥寺南町東第二 武蔵野市吉祥寺南町一丁目５番３号先 武蔵野

吉祥寺南町二丁目第二 武蔵野市吉祥寺南町二丁目２９番１３号先 武蔵野

井の頭高架東第二 武蔵野市吉祥寺南町二丁目１３番１８号先 武蔵野

聖徳学園前 武蔵野市境南町二丁目９番先 武蔵野

武蔵野水道部前 武蔵野市吉祥寺北町四丁目１１番４６号先 武蔵野

吉祥寺末広通り 武蔵野市吉祥寺南町二丁目２番３号先 武蔵野

武蔵境駅南口第二 武蔵野市境南町二丁目３番１６号先 武蔵野

大正通り 武蔵野市吉祥寺本町一丁目８番１２号先 武蔵野

元町 武蔵野市吉祥寺本町一丁目８番１０号先 武蔵野
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三谷通り入口東 武蔵野市西久保一丁目６番１７号先 武蔵野

中央通り北 武蔵野市西久保二丁目２番１２号先 武蔵野

武蔵野五小入口第二 武蔵野市西久保三丁目２６番５号先 武蔵野

大野田小前 武蔵野市吉祥寺北町四丁目１０番１４号先 武蔵野

武蔵野市役所裏 武蔵野市緑町三丁目１番５号先 武蔵野

吉祥寺東町一丁目 武蔵野市吉祥寺東町一丁目１０番１８号先 武蔵野

関前五丁目 武蔵野市関前五丁目１１番１１号先 武蔵野

武蔵野北高前 武蔵野市八幡町二丁目３番１０号先 武蔵野

千川小学校北 武蔵野市八幡町四丁目２８番７号先 武蔵野

境南町三丁目北 武蔵野市境南町二丁目６番先 武蔵野

境一丁目第二 武蔵野市境一丁目４番９号先 武蔵野

武蔵野赤十字病院前 武蔵野市境南町一丁目２６番１号先 武蔵野

市立境南第二保育園北 武蔵野市境南町二丁目２０番１７号先 武蔵野

武蔵野障害者センター入口 武蔵野市緑町二丁目１番３６号先 武蔵野

日本獣医大東 武蔵野市境南町一丁目６番８号先 武蔵野

吉祥寺大通り 武蔵野市吉祥寺本町一丁目１８番２号先 武蔵野

武蔵野中央公園前 武蔵野市八幡町一丁目３番２３号先 武蔵野

武蔵境駅東第一 武蔵野市境1丁目1番先 武蔵野

成蹊学園前第二 武蔵野市吉祥寺本町四丁目２６番１７号先 武蔵野

むらさき橋 武蔵野市御殿山二丁目１３番先 三鷹

柳窪三丁目 東久留米市柳窪三丁目２番１号先 田無

上の原交番前 東久留米市上の原一丁目２番 田無

東久留米市役所前 東久留米市本町三丁目１番４１号 田無

東久留米市役所西 東久留米市中央町一丁目１番先 田無

さいわい福祉センター前 東久留米市幸町二丁目１番４１号 田無

東久留米公民館前 東久留米市中央町二丁目１番４６号先 田無

東久留米駅西 東久留米市本町一丁目４番先 田無

神山大橋 東久留米市大門町2丁目１２番先 田無

八坂 東村山市萩山町三丁目３１番地４５先 東村山

東村山郵便局前 東村山市本町二丁目１番地２先 東村山

久米川駅入口 東村山市栄町一丁目２３番地２先 東村山

八坂駅北口 東村山市栄町三丁目１０番地２８号先 東村山

萩山町五丁目 東村山市萩山町五丁目３番地先 東村山

東村山駅東口 東村山市本町二丁目１７番７号先 東村山

南台小学校裏 東村山市富士見町二丁目１番先 東村山

東村山駅西口 東村山市野口一丁目１０番地１先 東村山

萩山駅南口 東村山市萩山町二丁目２番地先 東村山

東村山郵便局北 東村山市本町二丁目２番９号先 東村山

多摩北部医療センター前 東村山市青葉町二丁目２７番地１先 東村山
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秋津駅入口 東村山市秋津町一丁目３２番地１８先 東村山

青葉駐在所前 東村山市青葉町二丁目２４番６４号先 東村山

多摩北部医療センター西 東村山市青葉町一丁目７番地 東村山

多摩北部医療センター南 東村山市青葉町一丁目７番地先 東村山

清瀬市役所入口 清瀬市中清戸三丁目２０５番地先 東村山

清瀬水天宮前 清瀬市中清戸二丁目６１６番地先 東村山

台田団地入口 清瀬市中里六丁目２２番先 東村山

国立東京病院前 清瀬市竹丘一丁目１７番地先 東村山

中清戸駐在所前 清瀬市上清戸二丁目１番先 東村山

中清戸団地入口 清瀬市中清戸四丁目１，０９６番地先 東村山

⾧命寺前 清瀬市下清戸二丁目４７０番地先 東村山

けやき通り元町一丁目 清瀬市元町一丁目４番１７号先 東村山

中清戸五丁目東 清瀬市中清戸五丁目４７番４号先 東村山

日本社会事業大学入口 清瀬市竹丘一丁目１６番地先 東村山

万助橋南 三鷹市下連雀一丁目１番１号先 武蔵野

狐久保 三鷹市下連雀一丁目１０番１０号先 三鷹

三鷹八幡前 三鷹市下連雀四丁目１８番２２号先 三鷹

南浦 三鷹市下連雀二丁目１８番８号先 三鷹

下連雀一丁目 三鷹市下連雀一丁目１番先 三鷹

大沢 三鷹市大沢三丁目８番５号先 三鷹

法専寺前 三鷹市下連雀三丁目４０番１２号先 三鷹

三鷹市役所西 三鷹市野崎一丁目２番８号先 三鷹

三鷹駅前 三鷹市下連雀三丁目２８番２３号先 三鷹

西野 三鷹市深大寺二丁目３６番先 三鷹

第三小学校東入口 三鷹市上連雀四丁目３番１号先 三鷹

三鷹駅前通り 三鷹市下連雀四丁目１５番４６号先 三鷹

三鷹コミュニティセンター前 三鷹市下連雀四丁目１４番１９号先 三鷹

法専寺北 三鷹市上連雀三丁目４２番１８号先 三鷹

三鷹市役所前 三鷹市下連雀九丁目１１番７号先 三鷹

下連雀消防出張所前 三鷹市下連雀四丁目１４番３４号先 三鷹

三鷹中央通り 三鷹市下連雀三丁目２８番２０号先 三鷹

日産厚生園前 三鷹市下連雀一丁目１番先 三鷹

三鷹駅南 三鷹市下連雀三丁目４３番２３号先 三鷹

三鷹駅前郵便局前 三鷹市下連雀三丁目４３番３３号先 三鷹

井之頭病院前 三鷹市上連雀二丁目６番先 三鷹

三鷹台郵便局前 三鷹市井の頭二丁目９番４号先 三鷹

禅林寺前 三鷹市下連雀四丁目１８番２０号先 三鷹

上連雀二丁目第二 三鷹市下連雀三丁目４４番１３号先 三鷹

上連雀二丁目第三 三鷹市上連雀二丁目２番１７号先 三鷹
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三鷹職安西 三鷹市上連雀四丁目６番８号先 三鷹

三鷹警察署北 三鷹市下連雀九丁目７番２号先 三鷹

国立天文台前 三鷹市大沢二丁目２１番先 三鷹

狐久保第二 三鷹市下連雀一丁目８番１５号先 三鷹

東京神学大学角 三鷹市大沢三丁目１０番２０号先 三鷹

三鷹一中正門前 三鷹市下連雀九丁目１０番１号先 三鷹

杏林大学病院前 三鷹市新川六丁目２１番２１号先 三鷹

三鷹市中央通りタウンプラザ 三鷹市下連雀三丁目３２番６号先 三鷹

三鷹産業プラザ西 三鷹市下連雀三丁目４０番２号先 三鷹

三鷹市立アニメーション美術館前 三鷹市下連雀一丁目１番８３号先 三鷹

御塔坂橋北 調布市深大寺元町三丁目１番地先 三鷹

旧甲州街道入口 調布市国領町二丁目１８番地４先 調布

国領駅入口 調布市国領町一丁目４５番地１１先 調布

仙川駅入口 調布市仙川町二丁目１９番地５先 調布

上石原 調布市富士見町一丁目１番地先 調布

味の素スタジアム西 調布市西町２９０番地先 調布

調布駅西 調布市小島町一丁目３６番地１６先 調布

布多天神前 調布市調布ヶ丘一丁目６番先 調布

不動前 調布市国領町一丁目２番地８先 調布

国領町八丁目 調布市国領町四丁目５１番地１先 調布

つつじヶ丘交番前 調布市西つつじヶ丘三丁目３１番地２先 調布

多摩川団地交番前 調布市染地三丁目１番地４９８先 調布

調布駅南入口 調布市布田五丁目１番地先 調布

調布駅北 調布市布田一丁目３７番地１６先 調布

仙川橋 調布市緑ヶ丘二丁目５６番地先 調布

国領駅南 調布市国領町三丁目１番地３８先 調布

八雲台二丁目 調布市国領町一丁目４７番地１先 調布

調布三小学校入口 調布市上石原二丁目４１番地先 調布

飛田給小入口 調布市飛田給二丁目４２番地７先 調布

飛田給小入口第二 調布市飛田給二丁目４２番地７先 調布

野川馬橋西 調布市国領町二丁目２６番地先 調布

野川馬橋東 調布市柴崎一丁目１番地１先 調布

調布市役所前 調布市小島町二丁目３５番地１先 調布

国領町一丁目 調布市国領町一丁目１２番地３３先 調布

布田一丁目 調布市布田一丁目２５番地２先 調布

国領町三丁目 調布市国領町三丁目８番先 調布

飛田給二丁目 調布市飛田給二丁目１９番地先 調布

飛田給二丁目東 調布市飛田給二丁目２４番地７先 調布

飛田給駅南口 調布市飛田給二丁目１３番地１２先 調布
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調布総合体育館南 調布市深大寺北町二丁目２番地先 調布

調布郵便局前 調布市国領町二丁目１４番地先 調布

調布ヶ丘一丁目 調布市調布ヶ丘一丁目２４番１号先 調布

国領小学校西 調布市国領町八丁目１番地５５先 調布

調布駅入口 調布市調布ヶ丘一丁目５番先 調布

調布市文化プラザ前 調布市小島町二丁目３４番地先 調布

調布警察署前 調布市国領町二丁目２５番１号先 調布

調布駅南 調布市布田四丁目１７番地１０先 調布

調布駅南第二 調布市小島町二丁目５２番地１先 調布

東京スタジアム前 調布市飛田給一丁目３４番地先 調布

東京スタジアム北 調布市西町無番地先 調布

飛田給駅入口 調布市飛田給一丁目２６番地１先 調布

飛田給小学校前 調布市上石原三丁目３番地先 調布

国領駅前 調布市国領町四丁目８番地１先 調布

布田駅前第一 調布市国領町五丁目７０番地１先 調布

布田駅前第二 調布市布田二丁目１５番地６先 調布

狛江三差路 狛江市東和泉一丁目５番１３号先 調布

狛江二の橋 狛江市岩戸南二丁目５番５号先 調布

狛江市役所前 狛江市中和泉一丁目１番１号先 調布

狛江駅入口 狛江市東和泉一丁目３３番２号先 調布

狛江福祉会館前 狛江市元和泉二丁目３５番１号先 調布

狛江市役所前第二 狛江市和泉本町一丁目１番１０号先 調布

狛江水神東 狛江市元和泉二丁目３６番先 調布

狛江駅北口 狛江市元和泉一丁目３番先 調布

なかまちテラス前 小平市仲町１６４番地先 小平

喜平図書館前 小平市喜平町一丁目１４番２０号先 小平

滝山南 小平市大沼町三丁目１４番１号先 小平

久右衛門橋南 小平市上水本町二丁目９番６号先 小平

小平合同庁舎前 小平市花小金井一丁目６番２０号先 小平

小平鈴木町二丁目 小平市鈴木町二丁目１５０番地先 小平

緑成会病院前 小平市小川西町四丁目１２番１２号 小平

小平駅南口 小平市美園町一丁目８番先 小平

多摩済生病院入口 小平市美園町二丁目２番１１号先 小平

小平武道館前 小平市花小金井六丁目１２４番地先 小平

一橋学園駅前郵便局 小平市学園西町二丁目１４番１７号先 小平

小平市役所入口 小平市小川町二丁目１３４４番地６先 小平

学園東町一丁目 小平市学園東町二丁目５番１号先 小平

中央公民館前 小平市小川町二丁目１３２５番地先 小平

錦城高校南 小平市大沼町二丁目６０４番地先 小平
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小平富士見橋 小平市小川西町二丁目５番先 小平

ルネ小平 小平市美園町一丁目８番５号先 小平

小平駅南口第三 小平市美園町一丁目６番地先 小平

小平市役所南 小平市学園東町一丁目１９番 小平

小平障害者福祉センター前 小平市小川西町二丁目３４番１号先 小平

小平小川町一丁目東 小平市小川町一丁目１，０２８番地先 小平

久右衛門橋北 小平市津田町二丁目１番先 小平

西部市民センター西 小平市小川西町五丁目３９番先 小平
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