
受付業務を休止する弊社 営業所 一覧 【東京都 23区】

4月4日（土） （市区町村の50音順）

市区町村
センター

コード
センター名 住所

足立区 020145 足立東和センター 東和１－２７－１０

板橋区 030490 豊島千早センター 小茂根３－１０－７

板橋区 030400 板橋さいわい通りセンター 南町６２－１

江戸川区 131432 松江センター 松江７－１－２２

江戸川区 131453 江戸川センター 西瑞江５－１０－７

江戸川区 131371 南篠崎センター 南篠崎町４－１３－２３

江戸川区 131452 江戸川春江センター 瑞江１－１３－５

江戸川区 131422 北小岩センター 北小岩１－１６－５

江戸川区 131450 松島センター 松島２－２９－４

大田区 036071 西蒲田センター 南六郷１－９－３

大田区 036114 東六郷センター 南六郷１－９－３

大田区 036662 南六郷センター 南六郷１－９－３

大田区 036668 西六郷センター 南六郷１－９－３

大田区 036096 南馬込１丁目センター 西馬込１－６－７

大田区 036546 山王３丁目センター 西馬込１－６－７

大田区 036547 南馬込４丁目センター 西馬込１－６－７

大田区 036548 中馬込センター 西馬込１－６－７

大田区 036645 北馬込センター 西馬込１－６－７

大田区 036076 矢口センター 矢口３－２９－１

大田区 036176 東矢口センター 矢口３－２９－１

大田区 036455 中延センター 北馬込１－２２－５

大田区 036446 田園調布本町センター 田園調布本町４６－４

大田区 036066 勝島センター 平和島２－１－１

大田区 036620 上大崎１丁目センター 平和島２－１－１

大田区 036623 大崎２丁目センター 平和島２－１－１

大田区 036626 大崎３丁目センター 平和島２－１－１

大田区 036441 下丸子２丁目センター 下丸子２－６－３

大田区 036541 大田中央６丁目センター 中央６－２９－２

大田区 036115 北糀谷センター 東糀谷２－１１－５

大田区 036442 上池台５丁目センター 上池台５－３３－９

大田区 036426 大井４丁目センター 平和島５－２－２

大田区 036428 大井２丁目センター 平和島５－２－２

大田区 036454 旗の台センター 平和島５－２－２

大田区 036657 西大井６丁目センター 平和島５－２－２

大田区 036112 南千束センター 久が原１－１２－１５

大田区 036445 北千束センター 久が原１－１２－１５

大田区 036644 南雪谷センター 久が原１－１２－１５

大田区 036666 東雪谷センター 久が原１－１２－１５

大田区 036082 大森西１丁目センター 大森南４－１５－１９

大田区 036084 大森本町センター 大森南４－１５－１９

大田区 036092 大森東センター 大森南４－１５－１９

大田区 036093 大森西３丁目センター 大森南４－１５－１９

大田区 036542 本羽田センター 大森南４－１５－１９

大田区 036893 大森西４丁目センター 大森南４－１５－１９

葛飾区 131460 西新小岩センター 西新小岩５－２１－１４

葛飾区 131461 東新小岩センター 東新小岩２－２８－１

葛飾区 131071 金町センター 金町１－２１－１０

葛飾区 131471 お花茶屋センター お花茶屋３－４－２８

葛飾区 131474 西亀有センター 西亀有３－３５－９

葛飾区 131463 四つ木センター 立石２－１９－７
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葛飾区 131811 東金町センター 東金町１－１７－３

江東区 031035 北砂団地センター 北砂５－２０

江東区 031034 北砂センター 北砂１－１７－１５

江東区 031301 新木場センター 新木場１－１２－４

江東区 031815 クロネコスタンド豊洲４丁目センター 豊洲４－１０

江東区 038011 永田町１丁目センター 東雲２－２－３

江東区 038066 永田町２丁目センター 東雲２－２－３

江東区 038067 新有楽町センター 東雲２－２－３

江東区 038090 有楽町センター 東雲２－２－３

江東区 038031 丸の内１丁目センター 東雲２－２－３

江東区 038032 丸の内２丁目センター 東雲２－２－３

江東区 038063 丸の内中央センター 東雲２－２－３

江東区 038410 三番町センター 東雲２－２－３

品川区 036123 平和島センター 八潮３－２－３５

品川区 036125 東京流通センター 八潮３－２－３５

品川区 036131 平和島西センター 八潮３－２－３５

品川区 036138 ＴＲＣセンター 八潮３－２－３５

品川区 036062 東品川３丁目センター 八潮１－１－４

品川区 036063 東品川４丁目センター 八潮１－１－４

品川区 036161 東品川２丁目センター 八潮１－１－４

品川区 036951 二葉センター 八潮１－１－４

品川区 036122 東海センター 八潮３－２－３５

品川区 036124 京浜島センター 八潮３－２－３５

品川区 036126 大田市場センター 八潮３－２－３５

品川区 036137 城南島センター 八潮３－２－３５

品川区 036451 武蔵小山センター 小山４－７－１５

品川区 036617 北品川４丁目センター 北品川１－１０－４

品川区 036624 北品川１丁目センター 北品川１－１０－４

渋谷区 132663 渋谷ストリーム営業所 渋谷区渋谷３－２１－３

世田谷区 032140 成城５丁目センター 成城１－４ー１９

世田谷区 032145 成城１丁目センター 成城１－４ー１９

世田谷区 032296 砧５丁目センター 成城１－４ー１９

世田谷区 032880 砧センター 成城１－４ー１９

世田谷区 032120 烏山北口センター 北烏山５－２－５

世田谷区 032121 北烏山センター 北烏山５－２－５

世田谷区 032124 給田センター 北烏山５－２－５

世田谷区 032381 上北沢センター 北烏山５－２－５

世田谷区 032141 喜多見センター 喜多見８－２２－４

世田谷区 032142 玉川センター 成城１－４ー１９

世田谷区 032144 岡本センター 成城１－４ー１９

世田谷区 032146 宇奈根センター 成城１－４ー１９

世田谷区 032291 弦巻センター 上用賀１－２２－２６

世田谷区 032300 上用賀センター 上用賀１－２２－２６

世田谷区 032315 用賀センター 上用賀１－２２－２６

世田谷区 032334 千歳台３丁目センター 千歳台３－９－１６

世田谷区 032332 船橋センター 八幡山１－３－６

世田谷区 032383 世田谷八幡山センター 八幡山１－３－６

世田谷区 032957 桜上水センター 八幡山１－３－６

世田谷区 032410 下北沢センター 北沢１－３９－７

世田谷区 032417 北沢センター 北沢１－３９－７
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世田谷区 032414 明大前センター 大原２－２７－３３

世田谷区 032415 世田谷大原センター 大原２－２７－３３

世田谷区 032016 下馬センター 池尻２－２３－４

世田谷区 032272 三宿センター 池尻２－２３－４

世田谷区 032275 池尻センター 池尻２－２３－４

世田谷区 032276 池尻１丁目センター 池尻２－２３－４

世田谷区 032292 玉川台センター 玉川台２－３－２０

世田谷区 032301 サザエさん通りセンター 桜新町２－１５－１８

世田谷区 032380 赤堤センター 八幡山１－３－６

台東区 038285 上野３丁目センター 上野５－８－５

台東区 038313 花川戸センター 東浅草１－２０－８

台東区 038161 東上野２丁目センター 東上野１－２６－４

台東区 038168 東上野３丁目センター 東上野１－２６－４

台東区 038441 東上野１丁目センター 東上野１－２６－４

中央区 031118 銀座煉瓦街センター 銀座２－１６－１０

中央区 031240 日本橋横山町センター 日本橋横山町５－８

中央区 031106 リバーシティ佃センター 佃２－２０－１

豊島区 030071 東池袋中央センター 上池袋２－８－５

豊島区 030970 池袋副都心センター 上池袋２－８－５

豊島区 030270 東池袋公園前センター 東池袋３－１２－２

豊島区 030371 西巣鴨センター 上池袋２－８－５

豊島区 030373 南大塚センター 南大塚１－４８－８

練馬区 030221 貫井センター 貫井２－４－１９

練馬区 030740 中村センター 中村北１－９－１１

練馬区 039096 善福寺センター 下石神井４－９－２

練馬区 039097 下井草センター 下石神井４－９－２

文京区 020158 白山２丁目センター 白山２－２６－１６

文京区 020243 白山１丁目センター 白山１－２６－２３

文京区 020156 大塚５丁目センター 大塚５－２５－１４

文京区 020242 本駒込５丁目センター 本駒込５－６０－１７

文京区 020221 本郷２丁目センター 本郷２－３０－７

目黒区 032130 洗足センター 碑文谷５－１２－１１

目黒区 032131 碑文谷センター 碑文谷５－１２－１１

目黒区 032850 目黒本町センター 目黒本町４－１－２

目黒区 032855 目黒本町１丁目センター 目黒本町４－１－２

目黒区 032025 上目黒３丁目センター 上目黒３－６－１６

目黒区 032215 中根センター 大岡山１－３５－２２ニッカンビル１階

目黒区 032217 緑が丘センター 大岡山１－３５－２２ニッカンビル１階

目黒区 032213 目黒中央センター 中目黒５－１－１５

目黒区 032214 鷹番センター 鷹番２－２０－１８

目黒区 032430 祐天寺センター 祐天寺２－１５－１７
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