
（令和元年10月9日現在　463事業者）

1 郵便番号 所　在　地

(1) ASA早大前 162-0052 新宿区戸山3-6-12

(2) ASA若松町 162-0053 新宿区原町3-37

(3) ASA四谷 112-0013 文京区音羽1-15-12

(4) ASA落合 161-0032 新宿区中落合2-8-28

(5) ASA大久保 160-0023 新宿区西新宿4-24-1

(6) ASA新宿新都心 160-0023 新宿区西新宿4-24-1

(7) 毎日新聞新宿東専売所 162-0055 新宿区余丁町10-8

(8) YC若松河田 162-0056 新宿区若松町34-5

(9) YC西新宿 151-0053 渋谷区代々木2-20-16

(10) YC四谷 160-0022 新宿区新宿1-29-7

(11) YC新宿 160-0022 新宿区新宿1-29-7

(12) YC北新宿 169-0074 新宿区北新宿1-28-3

(13) YC高田馬場 169-0073 新宿区百人町3-9-6

(14) YC牛込神楽坂 162-0061 新宿区市谷柳町50

(15) NSN新宿 169-0073 新宿区百人町1-23-2

(16) NSN市ヶ谷 162-0837 新宿区納戸町26

(17) NSN四谷 160-0007 新宿区荒木町21

(18) NSN早稲田 169-0075 新宿区高田馬場4-33-7

(19) NSN落合 161-0031 新宿区西落合2-9-10

(20) 産経新聞四谷新宿専売所 160-0017 新宿区左門町14-22

(21) 産経新聞落合中井SC 161-0034 新宿区上落合2-23-13

(22) 産経新聞新宿新都心専売所 171-0014 豊島区池袋3-62-8

(23) 東京新聞東中野専売所 164-0003 中野区東中野4-10-5

(24) 東京新聞高田馬場専売所 169-0075 新宿区高田馬場3-14-15

(25) 東京新聞西早稲田専売所 169-0075 新宿区高田馬場3-14-15

(26) 東京新聞早稲田専売所 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町555

(27) 東京新聞神楽坂専売所 162-0833 新宿区箪笥町18

(28) 東京新聞四谷若松専売所 160-0022 新宿区新宿1-11-14

2 164-0011 埼玉県さいたま市南区根岸1-5-5

3
(1) 池尻センター 154-0001 世田谷区池尻2-23-4
(2) 足立センター 121-0011 足立区中央本町4-3-3

4 176-0025 練馬区中村南2-22-3

5
(1) 池城西センター 174-0043 板橋区坂下1-33-8
(2) 練馬センター 179-0071 練馬区旭町1-1-1

6
(1) 明治牛乳四谷販売店椎名乳業㈱ 160-0008 新宿区四谷三栄町16-6 椎名三栄ビル101
(2) メイトー牛乳四ッ谷販売店 160-0011 新宿区若葉町2-10
(3) 明治牛乳西落合販売店 161-0031 新宿区西落合1-22-4
(4) 明治牛乳余丁町販売店 162-0055 新宿区余丁町11-36
(5) 明治牛乳神楽坂販売店 162-0832 新宿区岩戸町19-18
(6) 明治牛乳牛込販売店(有)興真舎 162-0857 新宿区市谷山伏町1-10
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(7) 明治牛乳大久保駅前販売店 169-0073 新宿区百人町1-18-11
(8) 明治牛乳百人町販売店 169-0073 新宿区百人町2-7-15
(9) メイトー牛乳柏木販売店 169-0074 新宿区北新宿4-11-2
(10) 森永牛乳森永ミルクショップ早川 169-0074 新宿区北新宿4-11-2
(11) メグミルク高田馬場販売店 169-0075 北区滝ノ川5-4-13
(12) 明治牛乳小滝橋販売店 169-0075 新宿区高田馬場3-36-6

7
(1) 鶴巻湯 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町533
(2) 金成湯 162-0804 新宿区中里町13
(3) 竹の湯 162-0802 新宿区改代町2
(4) 熱海湯 162-0825 新宿区神楽坂3-6
(5) 第三玉の湯 162-0816 新宿区白銀町1-4
(6) 弁天湯 162-0055 新宿区余丁町5-1
(7) 大星湯 162-0066 新宿区市谷台町18-3
(8) 塩湯 160-0008 新宿区四谷三栄町1-3
(9) 柏湯 169-0074 新宿区北新宿4-3-7
(10) 柳湯 162-0061 新宿区市谷柳町25
(11) 金沢浴場 160-0022 新宿区新宿7-22-11
(12) 東宝湯 160-0022 新宿区新宿7-11-5
(13) 万年湯 169-0072 新宿区大久保1-15-17
(14) 松の湯 169-0051 新宿区西早稲田1-4-12
(15) 金泉湯 169-0051 新宿区西早稲田2-16-20
(16) 世界湯 169-0075 新宿区高田馬場3-8-31
(17) 福の湯 169-0075 新宿区高田馬場4-18-2
(18) 梅の湯 161-0034 新宿区上落合2-6-4
(19) 松の湯 161-0034 新宿区上落合3-9-10
(20) 三の輪湯 161-0034 新宿区上落合3-31-2
(21) 福の湯 161-0033 新宿区下落合4-25-10
(22) ゆ～ザ中井 161-0032 新宿区中落合1-13-8
(23) 栄湯 161-0031 新宿区西落合2-6-2

8
(1) 理容アカサカ 169-0072 新宿区大久保3-10-1-8
(2) 理容アサ 160-0023 新宿区西新宿5-24-9
(3) カットルームよしだ 169-0051 新宿区西早稲田2-16-17
(4) バーバータイリク 169-0075 新宿区高田馬場3-12-1
(5) 朝倉理容室 161-0032 新宿区中落合3-5-13
(6) 理容サクライ 169-0074 新宿区北新宿2-15-1
(7) 黒坂理容室 160-0004 新宿区四谷4-30
(8) ヘアショップ　オチアイ 160-0004 新宿区四谷1-17
(9) 田中理容室 162-0813 新宿区東五軒町3-21
(10) モアナ理容室 162-0821 新宿区津久戸町3-14
(11) 大島理容室 162-0822 新宿区下宮比町3-1
(12) ヘアーサロン　アルファ 162-0811 新宿区水道町4-25
(13) バーバー　シスター 162-0802 新宿区改代町32
(14) 理容イシカワ 162-0811 新宿区水道町1-7
(15) ヘアーサロン　スワン 162-0823 新宿区神楽河岸1-1-204
(16) 理容バンコク館 162-0825 新宿区神楽坂2-10
(17) 米沢理容室 162-0825 新宿区神楽坂2-21
(18) ル・ミリオン 162-0825 新宿区神楽坂6-8
(19) ユタカ 162-0803 新宿区赤城下町22
(20) ヘアーサロン　モリワキ 162-0825 新宿区神楽坂5-35
(21) ヘアーサロン　遠山 162-0825 新宿区神楽坂6-8
(22) バーバー　サトウ 162-0825 新宿区神楽坂6-58
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(23) 理容　水野 162-0854 新宿区南山伏町1-1
(24) コグレ理容室 162-0841 新宿区払方町15
(25) 理容峯村 162-0837 新宿区納戸町31
(26) ヘアーサロン　キノシタ 162-0805 新宿区矢来町61
(27) バーバー　ゴトウ 162-0805 新宿区矢来町63
(28) モトハシ 162-0856 新宿区市谷甲良町2-20
(29) おしゃれとこやグレース 162-0063 新宿区市谷薬王寺町78
(30) ヘアーステージ　芹田 162-0063 新宿区市谷薬王寺町33
(31) カットスタジオ141 162-0063 新宿区市谷薬王寺町58 春日マンション1F
(32) 理容　西川 162-0056 新宿区若松町34-6
(33) ハイツ理容 162-0052 新宿区戸山2-10-111
(34) 理容エリート 162-0056 新宿区若松町9-9-204
(35) 理容フィガロ 162-0052 新宿区戸山2-33-103
(36) バーバーニューオリエンタル 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町570
(37) カットルーム　コイズミ 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町523
(38) ヘアーサロン　センダ 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町552
(39) ヘアーサロン　ウテナ 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町140
(40) 理容　花菱 162-0801 新宿区山吹町128
(41) 理容　岩上 162-0808 新宿区天神町77
(42) バーバーショップNATIVE 162-0808 新宿区天神町63
(43) バーバー　タケダ 162-0806 新宿区榎町75
(44) マキタ理容室 162-0042 新宿区早稲田町66
(45) ヘアーサロン　スガワラ 162-0851 新宿区弁天町2
(46) あずさ理容室 162-0067 新宿区富久町6-9
(47) バーバー　ブロンド 162-0067 新宿区富久町41-7
(48) セビリア 162-0055 新宿区余丁町6-35
(49) ヘア・サロン・キング 162-0055 新宿区余丁町1-14
(50) 理容マンセイ 162-0054 新宿区河田町7-12
(51) 理容エイト 162-0065 新宿区住吉町5-8
(52) ヘアーサロン141 162-0065 新宿区住吉町10-11

9
(1) ページボーイ 162-0818 新宿区築地町6
(2) フィンガーテック 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町557
(3) ヘア・ラ・パレット 162-0825 新宿区神楽坂4-5
(4) フラスコ 162-0805 新宿区矢来町122
(5) ジュン美容室 162-0854 新宿区南山伏町3-9
(6) ブロンド美容室 162-0838 新宿区細工町3-16
(7) セピア美容室 162-0061 新宿区市谷柳町15-1-101
(8) ビューティサロン AOROKI 162-0056 新宿区若松町6-11 MSビル1F
(9) ビューティサロンゆかり 162-0065 新宿区住吉町7-2
(10) 姉妹美容室 160-0022 新宿区新宿5-1-22
(11) アトリエ　ビアン 162-0045 新宿区馬場下町14-8
(12) アート美容室 162-0044 新宿区喜久井町29
(13) カール美容室 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町541
(14) マエ美容室 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町558
(15) ビューティやまざき 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町534
(16) ヤマ美容室 162-0061 新宿区市谷柳町10
(17) パウダー 162-0065 新宿区住吉町8-24　アムス曙橋B1
(18) フラージュ 162-0065 新宿区住吉町8-17　松村ビル2F

10
(1) ゆり美容室 161-0032 新宿区中落合1-13-6
(2) エル美容室 160-0023 新宿区西新宿4-19-4

東京都美容生活衛生同業組合牛込支部

東京都美容生活衛生同業組合新宿支部



(3) ふじ美容室 169-0074 新宿区北新宿1-2-7
(4) ミツコ美容室 161-0031 新宿区西落合3-8-17
(5) ながしま 169-0075 新宿区高田馬場4-11-8
(6) ｓａｒａスズラン 169-0072 新宿区大久保3-10-1
(7) ビューティミヤギ 161-0034 新宿区上落合2-8-1
(8) コアフール 169-0075 新宿区高田馬場1-17-22
(9) サロンド・エスケイ 169-0072 新宿区大久保1-16-9
(10) サンライズ 169-0075 新宿区高田馬場3-8-32

11
(1) レブランセス 160-0022 新宿区新宿1-7-7 飯島ビル2階
(2) ビューティサロンエンドウ 160-0022 新宿区新宿5-11-24
(3) ヘアームーブ 169-0051 新宿区西早稲田2-15-10

12
(1) 四谷 160-0016 新宿区信濃町31
(2) 四谷通二 160-0008 新宿区四谷三栄町10-11
(3) 四谷大木戸 160-0014 新宿区内藤町1-5
(4) 西新宿七 160-0023 新宿区西新宿7-4-3
(5) 西新宿八 160-0023 新宿区西新宿8-8-8
(6) 新宿一 160-0022 新宿区新宿1-14-6
(7) 新宿区役所内 160-0021 新宿区歌舞伎町1-4-1
(8) 新宿三 160-0022 新宿区新宿3-17-23
(9) 四谷駅前 160-0004 新宿区四谷1-50
(10) 新宿明治通 160-0022 新宿区新宿6-28-8
(11) 新宿歌舞伎町 160-0021 新宿区歌舞伎町2-41-8
(12) 新宿花園 160-0022 新宿区新宿1-27-1
(13) 新宿二 160-0022 新宿区新宿2-11-2
(14) 東京都庁内 160-0023 新宿区西新宿2-8-1
(15) 西新宿四 160-0023 新宿区西新宿4-4-16
(16) 新宿 160-0023 新宿区西新宿1-8-8
(17) ＫＤＤＩビル内 160-0023 新宿区西新宿2-3-3
(18) 新宿野村ビル内 160-0023 新宿区西新宿1-26-2
(19) 新宿第一生命ビル内 160-0023 新宿区西新宿2-7-1
(20) 新宿三井ビル内 160-0023 新宿区西新宿2-1-1
(21) 新宿パークタワー内 160-0023 新宿区西新宿3-7-1
(22) 新宿アイタウン 160-0023 新宿区西新宿6-21-1
(23) 新宿アイランド 160-0023 新宿区西新宿6-5-1
(24) 東京オペラシティ 160-0023 新宿区西新宿3-20-2
(25) 新宿センタービル内 160-0023 新宿区西新宿1-25-1
(26) 早稲田通 169-0051 新宿区西早稲田3-14-2
(27) 新大久保駅前 169-0073 新宿区百人町1-10-10
(28) 新宿小滝橋 169-0075 新宿区高田馬場4-40-11
(29) 新宿諏訪町 169-0075 新宿区高田馬場1-29-18
(30) 新宿下落合三 161-0033 新宿区下落合3-18-5
(31) 新宿西落合 161-0031 新宿区西落合1-21-17
(32) 新宿中落合 161-0032 新宿区中落合3-16-14
(33) 新宿上落合 161-0034 新宿区上落合2-23-14
(34) 高田馬場 169-0075 新宿区高田馬場4-13-13
(35) 西早稲田一 169-0051 新宿区西早稲田1-8-22
(36) 新宿大久保 169-0072 新宿区大久保2-13-10
(37) 新目白通 161-0033 新宿区下落合4-1-12
(38) 北新宿三 169-0074 新宿区北新宿3-9-6
(39) 新宿百人町 169-0073 新宿区百人町3-28-1
(40) 新宿北 169-0072 新宿区大久保3-14-8
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(41) 高田馬場二 169-0075 新宿区高田馬場2-14-26
(42) 落合 164-0003 中野区東中野4-27-21
(43) 新宿下落合四 161-0033 新宿区下落合4-26-6
(44) 牛込 162-0853 新宿区北山伏町1-5
(45) 牛込抜弁天 162-0055 新宿区余丁町8-15
(46) 牛込若松町 162-0056 新宿区若松町6-9
(47) 早稲田大学前 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町533
(48) 新宿神楽坂 162-0825 新宿区神楽坂4-1
(49) 新宿住吉 162-0065 新宿区住吉町2-13
(50) 新宿天神 162-0808 新宿区天神町22-3
(51) 飯田橋駅東口 162-0822 新宿区下宮比町3-2（飯田橋スクエアビル1階）
(52) 新宿馬場下 162-0045 新宿区馬場下町61
(53) 新宿保健会館内 162-0842 新宿区市谷砂土原町1-2
(54) 新宿戸山 162-0052 新宿区戸山2-10-101
(55) 新宿改代町 162-0802 新宿区改代町3-2

13
(1) 新宿支店 169-0073 新宿区百人町1-18-3
(2) 大久保支店 169-0072 新宿区大久保1-7-18
(3) 山吹町センター 162-0801 新宿区山吹町359
(4) 大久保センター 169-0072 新宿区大久保1-7-18
(5) 戸山センター 169-0072 新宿区大久保2-2-2
(6) 西早稲田2丁目センター 169-0051 新宿区西早稲田2-15-11
(7) 早稲田鶴巻町センター 169-0073 新宿区百人町1-18-3
(8) 新宿北支店 169-0073 新宿区百人町1-18-3
(9) 西新宿支店 160-0023 新宿区西新宿3-9-5
(10) 西新宿8丁目センター 160-0023 新宿区西新宿8-5-10
(11) 西新宿3丁目センター 160-0023 新宿区西新宿3-6-4
(12) 西新宿つのはずセンター 160-0023 新宿区西新宿3-9-5
(13) 西新宿7丁目センター 160-0023 新宿区西新宿7-18-19
(14) 新宿大ガードセンター 160-0023 新宿区西新宿7-5-3
(15) 落合支店 161-0031 新宿区西落合1-23-15
(16) 新宿東支店 162-0064 新宿区市谷仲之町3-45
(17) 天神町センター 162-0808 新宿区天神町71
(18) 神楽坂センター 162-0825 新宿区神楽坂4-5-1ＮＪＨビル1Ｆ
(19) 市ヶ谷支店 162-0064 新宿区市谷仲之町3-45
(20) 坂町センター 160-0002 新宿区坂町16
(21) 市ヶ谷本村町センター 162-0845 新宿区市谷本村町3-3
(22) 市ヶ谷甲良町センター 162-0856 新宿区市谷甲良町2-21
(23) 市ヶ谷砂土原町センター 162-0826 新宿区市谷船河原町3
(24) 高田馬場支店 161-0031 新宿区西落合1-23-15
(25) 上落合センター 161-0034 新宿区上落合1-24-11カーサ音羽1F
(26) 中落合3丁目センター 161-0032 新宿区中落合3-7-3
(27) 高田馬場3丁目センター 169-0075 新宿区高田馬場3-33-4
(28) 高田馬場2丁目センター 169-0075 新宿区高田馬場2-15-6
(29) 中落合1丁目センター 161-0032 新宿区中落合1-6-12
(30) 新宿新都心支店 168-0063 杉並区和泉2-14-1
(31) 四谷支店 160-0011 新宿区若葉2-5-16
(32) 若葉町センター 160-0011 新宿区若葉2-5-16
(33) 四谷1丁目センター 160-0008 新宿区三栄町8
(34) 四谷4丁目センター 160-0004 新宿区四谷4-3-12
(35) 四谷3丁目センター 160-0017 新宿区左門町13-3
(36) 信濃町センター 160-0015 新宿区大京町5
(37) 新宿中央支店 160-0022 新宿区新宿5-15-14
(38) 新宿2丁目センター 160-0023 新宿区新宿2-10-10

ヤマト運輸株式会社 



(39) 新宿6丁目センター 160-0024 新宿区新宿6-29-20
(40) 新宿1丁目センター 160-0025 新宿区新宿1-24-1
(41) 新宿御苑センター 160-0026 新宿区新宿1-7-11

14 162-0065 新宿区住吉町9-10

15 112-0005 文京区水道2-4-19

16 169-0075 新宿区高田馬場2-8-3産和第2ﾋﾞﾙ1Ｆ

17 162-0801 新宿区山吹町350　鈴康ビル1階

18 162-0801 新宿区山吹町354　野崎ビル1階

19 167-0052 杉並区南荻窪1-6-11

20 351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1

21
(1) リファインハセコー株式会社 162-0055 新宿区余丁町8-1-101
(2) 有限会社森田塗装店 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町522
(3) 有限会社伊東商事 160-0008 新宿区四谷三栄町12-58
(4) 愛和不動産株式会社 169-0072 新宿区大久保2-3-9-202
(5) 有限会社原瀬不動産 160-0023 新宿区西新宿6-6-2 6F
(6) さわだ商事株式会社 160-0022 新宿区新宿1-15-9
(7) 銀座土地建物有限会社 162-0822 新宿区下宮比町2-30
(8) 有限会社オーエムエステート 160-0022 新宿区新宿5-10-2
(9) 株式会社丸巧 169-0075 新宿区高田馬場4-28-20
(10) スエヒロ・リビング株式会社 160-0021 新宿区歌舞伎町2-45-5
(11) 株式会社クオリスコミュニティ 160-0022 新宿区新宿3-26-3
(12) 有限会社しいな不動産 160-0004 新宿区四谷4-3
(13) 株式会社新星商事 160-0023 新宿区西新宿3-3-23-1104
(14) 有限会社弘原 169-0073 新宿区百人町2-15-21
(15) 株式会社釜屋 160-0022 新宿区新宿1-18-15
(16) オートリホーム株式会社 160-0022 新宿区新宿3-12-4永谷タウンプラザ402
(17) 福岡商会 169-0074 新宿区北新宿1-34-2
(18) 株式会社ユー・ビー・エー 162-0045 新宿区馬場下町60-607
(19) テルモ商事株式会社 160-0021 新宿区歌舞伎町1-15-12 5F
(20) 株式会社東京エレガンス 160-0023 新宿区西新宿7-1-7-623
(21) 株式会社ヒロセ企画 160-0004 新宿区四谷4-7
(22) 株式会社條建築設計事務所 160-0023 新宿区西新宿4-14-3 6B
(23) 有限会社エヌテーホーム 161-0031 新宿区西落合2-5-1
(24) 株式会社みつお住建 169-0073 新宿区百人町2-21-2 4階
(25) 西武不動産 161-0034 新宿区上落合2-18-10
(26) 長大建設株式会社 161-0032 新宿区中落合3-24-11
(27) 三友商事 169-0073 新宿区百人町1-21-17
(28) 山久不動産 169-0051 新宿区西早稲田3-27-2
(29) ㈲太希住宅 169-0075 新宿区高田馬場3-8-14
(30) 株式会社竹内孝行不動産事務所 160-0018 新宿区須賀町1-4
(31) 有限会社栄屋総業 160-0021 新宿区歌舞伎町2-9-18-615
(32) 桑原事務所 160-0023 新宿区西新宿3-5-3-606
(33) 株式会社桐信エステート 162-0825 新宿区神楽坂3-2
(34) 公務員住宅サービス株式会社 160-0023 新宿区西新宿7-17-14
(35) 平山興業株式会社 160-0022 新宿区新宿1-15-7
(36) 株式会社三朋 160-0004 新宿区四谷2-10-5八ツ橋ビル2階

ワタミタクショク　新宿東営業所

株式会社秀栄

株式会社武蔵野フーズ

東京都宅地建物取引業協会新宿区支部

まごころ弁当　新宿店

有限会社　長谷部食品

宅配クック123　新宿店

ライフデリ　東京本店



22 160-0023 新宿区西新宿6-5-1

23 167-0051 杉並区荻窪4-24-18

24 163-0513 新宿区西新宿1-26-2　新宿野村ビル13階

25 160-0023 新宿区西新宿1-9-1　明治安田生命新宿ビル6階

26
(1) 新都心統括支社 163-0611 新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル11Ｆ
(2) 新宿営業所 163-0611 新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル39Ｆ
(3) 東新宿営業所 163-0611 新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル36Ｆ
(4) 南新宿営業所 163-0611 新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル39Ｆ
(5) 新都心営業所 163-0611 新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル35Ｆ
(6) 西新宿営業所 163-0611 新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル12Ｆ
(7) 山手営業所 163-0611 新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル37Ｆ
(8) 山手中央営業所 163-0611 新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル39Ｆ
(9) 池袋営業所 171-0022 豊島区南池袋2-30-17朝日生命南池袋ビル3Ｆ
(10) 練馬営業所 176-0012 練馬区豊玉北5-17-17練馬ビル4Ｆ

27 163-0241 新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル41F

28
(1) 新宿南営業オフィス １６０－００２３ 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル24階
(2) 新宿第一営業オフィス １６０－００２３ 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル25階
(3) 新宿西営業オフィス １６０－００２３ 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル24階
(4) 新宿北営業オフィス １６０－００２３ 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル25階
(5) 新宿東営業オフィス １６０－００２３ 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル25階
(6) 副都心営業オフィス １６０－００２３ 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル25階
(7) 実践研修室 １６０－００２３ 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル24階

29
(1) メルヘン 162-0052 新宿区戸山2-33-101
(2) 戸山鍼灸整骨院 162-0052 新宿区戸山2-33-102
(3) フィガロ（※） 162-0052 新宿区戸山2-33-103
(4) ビューティサロン　ノリコ 162-0052 新宿区戸山2-33-104
(5) 回春堂 162-0052 新宿区戸山2-33-107
(6) ルーツ支援センター 162-0052 新宿区戸山2-33-108
(7) さわやか信用金庫 162-0052 新宿区戸山2-33-109
(8) （株）STS 162-0052 新宿区戸山2-33-115
(9) 尾林商店 162-0052 新宿区戸山2-33-116
(10) トラットリア　マツモト 162-0052 新宿区戸山2-33-118
(11) （株）サトウテレビ 162-0052 新宿区戸山2-33-123
(12) 幸徳屋 162-0052 新宿区戸山2-33-124
(13) （有）セキノ 162-0052 新宿区戸山2-33-126
(14) 戸山クリーニング 162-0052 新宿区戸山2-33-127
(15) 磯詩樹 162-0052 新宿区戸山2-33-128
(16) 岡部寝具（株） 162-0052 新宿区戸山2-33-130
(17) 山本フラワー 162-0052 新宿区戸山2-33-133

30 160-0004 新宿区四谷3-12

※東京都理容生活衛生同業組合新宿支部と重複しているため再掲

株式会社ショッピングセンター丸正総本店
移動スーパーとくし丸

株式会社かんぽ生命保険　東京新都心法人支店

明治安田生命保険相互会社　新宿支社

朝日生命保険相互会社　(新都心統括支社）

三井住友海上あいおい生命保険株式会社
東京北生保支社

第一生命保険株式会社　新宿総合支社

戸山ハイツ西通り商店会

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

株式会社R65



31
(1) ハイアットリージェンシー東京店 160-0023 新宿区西新宿2-7-2
(2) 歌舞伎町2丁目店 160-0021 新宿区歌舞伎町2丁目19
(3) 歌舞伎町2丁目東店 160-0021 新宿区歌舞伎町2丁目1-3
(4) 牛込北町店 162-0833 新宿区箪笥町28番地
(5) 高田馬場店 169-0075 新宿区高田馬場4-33-1
(6) 高田馬場1丁目店 169-0075 新宿区高田馬場1-5-21
(7) 高田馬場2丁目店 169-0075 新宿区高田馬場2丁目1-2
(8) 高田馬場3丁目店 169-0075 新宿区高田馬場3-5-3
(9) 高田馬場3丁目中央店 169-0075 新宿区高田馬場3-18-10
(10) 高田馬場4丁目店 169-0075 新宿区高田馬場4-11-8
(11) 高田馬場稲門ビル店 169-0075 新宿区高田馬場2-18-11
(12) 高田馬場駅前店 169-0075 新宿区高田馬場2-17-1
(13) 高田馬場小滝橋店 169-0075 新宿区高田馬場4-40-13
(14) 高田馬場南口店 169-0075 新宿区高田馬場1-33-6
(15) 四谷店 160-0003 新宿区四谷本塩町4
(16) 四谷1丁目店 160-0004 新宿区四谷1丁目7番
(17) 四谷3丁目店 160-0004 新宿区四谷3丁目12
(18) 四谷4丁目店 160-0004 新宿区四谷4-3
(19) 十二社店 160-0023 新宿区西新宿4-2-15-101
(20) 女子学習院店 169-0072 新宿区大久保3-14-3
(21) 新宿1丁目店 160-0022 新宿区新宿1丁目28番10
(22) 新宿2丁目店 160-0022 新宿区新宿2-3-11
(23) 新宿3丁目店 160-0022 新宿区新宿3丁目35-18
(24) 新宿4丁目明治通り店 160-0022 新宿区新宿4丁目3-12
(25) 新宿5丁目靖国通り店 160-0022 新宿区新宿5丁目11-2
(26) 新宿6丁目店 160-0022 新宿区新宿6-9-1
(27) 新宿アルタ店 160-0022 新宿区新宿3-24-3
(28) 新宿グランドプラザ店 160-0023 新宿区西新宿8丁目16-1
(29) 新宿駅靖国通り店 160-0021 新宿区歌舞伎町1-17-2　
(30) 新宿下落合1丁目店 161-0033 新宿区下落合1-6-3
(31) 新宿下落合3丁目店 161-0033 新宿区下落合3丁目20-6
(32) 新宿下落合駅北店 161-0033 新宿区下落合1-15-15
(33) 新宿岩戸町店 162-0832 新宿区岩戸町11
(34) 新宿喜久井町店 162-0044 新宿区喜久井町48
(35) 新宿区役所通り店 160-0021 新宿区歌舞伎町1-2-13
(36) 新宿御苑前本通り店 160-0022 新宿区新宿1丁目23-1
(37) 新宿高田馬場1の南店 169-0075 新宿区高田馬場1-22-5
(38) 新宿左門町店 160-0017 新宿区左門町2-6
(39) 新宿山吹町店 162-0801 新宿区山吹町7
(40) 新宿市谷田町2丁目店 162-0843 新宿区市谷田町2-3
(41) 新宿若松町店 162-0056 新宿区若松町31-8
(42) 新宿曙橋駅西店 160-0005 新宿区愛住町22
(43) 新宿曙橋駅東店 162-0065 新宿区住吉町8-3
(44) 新宿曙橋通り店 162-0065 新宿区住吉町5-7
(45) 新宿上落合1丁目店 161-0034 新宿区上落合1-29-7
(46) 新宿上落合3丁目店 161-0034 新宿区上落合3丁目23番6号
(47) 新宿職安通り店 169-0073 新宿区百人町1-1-1
(48) 新宿新大久保駅前店 169-0073 新宿区百人町1-6-18
(49) 新宿神楽坂3丁目店 162-0825 新宿区神楽坂3-2-7
(50) 新宿神楽坂駅西店 162-0805 新宿区矢来町131-1
(51) 新宿水道町店 162-0811 新宿区水道町4-22
(52) 新宿水道町中央店 162-0811 新宿区水道町4番7号
(53) 新宿西早稲田3丁目店 169-0051 新宿区西早稲田3丁目15-3

株式会社セブン-イレブン・ジャパン



(54) 新宿西落合1の東店 161-0031 新宿区西落合1-1-1
(55) 新宿西落合1丁目店 161-0031 新宿区西落合1-31-14
(56) 新宿大久保1丁目店 169-0072 新宿区大久保1-2-17
(57) 新宿大久保駅前店 169-0073 新宿区百人町2-21-3
(58) 新宿大久保駅南口店 169-0073 新宿区百人町1-23-24
(59) 新宿大久保通り店 169-0072 新宿区大久保2-19-4
(60) 新宿築地町店 162-0818 新宿区築地町20-2
(61) 新宿筑土八幡町店 162-0815 新宿区筑土八幡町2-20
(62) 新宿中井駅前店 161-0032 新宿区中落合1丁目16-1
(63) 新宿中落合3丁目店 161-0032 新宿区中落合3-1-3
(64) 新宿東店 169-0072 新宿区大久保1-1-7
(65) 新宿東五軒町店 162-0813 新宿区東五軒町3-5
(66) 新宿東宝ビル店 160-0021 新宿区歌舞伎町1-19-1
(67) 新宿百人町2丁目店 169-0073 新宿区百人町2-8-1
(68) 新宿富久町店 162-0067 新宿区富久町17番2号
(69) 新宿余丁町店 162-0055 新宿区余丁町10-10
(70) 新宿揚場町店 162-0824 新宿区揚場町2-18
(71) 新宿落合駅前店 161-0034 新宿区上落合3-8-27
(72) 新大久保駅西店 169-0073 新宿区百人町1-15-21
(73) 西新宿1丁目西店 160-0023 新宿区西新宿1-14-15
(74) 西新宿6丁目店 160-0023 新宿区西新宿6-26-12
(75) 西新宿7丁目店 160-0023 新宿区西新宿7-21-3
(76) 西新宿コクーンタワー店 160-0023 新宿区西新宿1-7-2
(77) 西新宿小滝橋通り店 160-0023 新宿区西新宿7-10-17
(78) 西新宿新和ビル店 160-0023 新宿区西新宿3-2-4
(79) 新宿都税事務所前店 160-0023 新宿区西新宿7-16-11
(80) 西早稲田1丁目店 169-0051 新宿区西早稲田1-9-21
(81) 西早稲田2丁目店 162-0051 新宿区西早稲田2-2-3
(82) 西武新宿店 160-0021 新宿区歌舞伎町1-26-6
(83) 早稲田店 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町521
(84) 早稲田大学学生会館店 162-0052 新宿区戸山1-24-1
(85) 大久保2丁目明治通り店 169-0072 新宿区大久保2-2-6
(86) 東京医科大前店 160-0022 新宿区新宿6-2-2
(87) 飯田橋升本ビル店 162-0824 新宿区揚場町1-21
(88) 北新宿1丁目店 169-0074 新宿区北新宿1-2-6
(89) 北新宿1丁目大久保通り店 169-0074 新宿区北新宿1-12-17

32
(1) 新宿中央店 160-0022 新宿区新宿3-22-11
(2) 新宿店 160-0022 新宿区新宿3-21-6
(3) サブナード店 160-0021 新宿区歌舞伎町1　サブナード1号
(4) 新宿野村ビル店 160-0023 新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビルB2F
(5) 北新宿店 160-0023 新宿区西新宿7-22-26 ステージ西新宿1F
(6) ワセダ東店 169-0075 新宿区高田馬場1-6-16 ユニオンビル1F
(7) アイランド店 160-0023 新宿区西新宿6-4-1 新宿アイランドアトリウム1F
(8) 東新宿店 160-0022 新宿区新宿5-11-4
(9) 新宿西口店 160-0023 新宿区西新宿1丁目西口地下街1号小田急エース北館

(10) 大久保店 169-0073 新宿区百人町1-15-18 龍生堂大久保ビル1F
(11) アイランドタワー店 160-0023 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー1F
(12) 新大久保店 169-0073 新宿区百人町2-5-4 土屋ビル101号
(13) 四谷三丁目店 160-0004 新宿区四谷3-12 サワノボリ・ビルディング1F

33 161-0034 新宿区上落合1-24-8

株式会社　龍生堂本店

有限会社昭和薬品



34
(1) アイン薬局　西新宿店 160-0023 新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー西棟

(2) アイン薬局　大久保店 160-0021 新宿区歌舞伎町2-39-7　OKビル1F
(3) アイン薬局　新大久保店 169-0073 新宿区百人町3-21-18　新宿高瀬ビル1F
(4) ケアマーク百人町薬局 169-0073 新宿区百人町2-9-14
(5) ナチュール調剤薬局　西新宿店 163-0505 新宿区西新宿1-26-2　新宿野村ビル5F

35
(1) 日生薬局　河田町店 162-0054 新宿区河田町3-10
(2) 日生薬局　若松河田駅前店 162-0054 新宿区河田町11-8
(3) 日生薬局　牛込店 162-0056 新宿区若松町6-16
(4) 日生薬局　新若松町店 162-0056 新宿区若松町10-1　日生ビル1・2階
(5) 日生薬局　西新宿店 160-0023 新宿区西新宿8-4-1　メルコビル1階

36 169-0072 新宿区大久保2-7-12

37
(1) 中西薬局　(本店）　 169-0075 新宿区高田馬場3-2-5
(2) 中西薬局　二丁目店 169-0075 新宿区高田馬場2-9-1

38 169-0051 新宿区西早稲田3-12-4

39
(1) 左門町薬局　 160-0017 新宿区左門町20四谷メディカルビル1階
(2) 共創未来　新宿西口店 161-0031 新宿区西新宿1-5-1ビックカメラ新宿西口店5階
(3) 中落合調剤薬局　 161-3321 新宿区中落合2-4-28中西屋ビル
(4) モトキ薬局　 161-0034 新宿区上落合2-18-9

40 663-8228 兵庫県西宮市今津二葉町3-6

41 160-0022 新宿区新宿3-29-1　B1階

42 112-0005 文京区水道2-16-4

43 169-0073 新宿区百人町1-3-16

44 160-0022 新宿区新宿1-29-5

45 160-0023 新宿区西新宿4-13-15

46 160-0023 新宿区西新宿1-1-3

47 161-0032 新宿区中落合1-16-2

48 160-0022 新宿区新宿3-25-1

49 160-0004 新宿区四谷2-13

50 161-0032 新宿区中落合3-16-9

51 163-1408 新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワー8階

株式会社みずほ銀行 中井支店

みずほ信託銀行株式会社　新宿支店

第一勧業信用組合　本店営業部

和菓子処　千成

株式会社アーバンセキュリティ

クオール薬局　ビックカメラ新宿東口店

東邦薬品株式会社　新宿・千代田・豊島営業所

株式会社ライズ（ダスキンライズ）

おそうじ本舗新宿四谷店

株式会社カネヒロ

小田急電鉄株式会社　新宿駅

株式会社日本生科学研究所

株式会社外苑企画商事　つくし薬局　

株式会社　中西薬局　

あつみ薬局　早稲田店

株式会社ファーマみらい　

布亀株式会社

株式会社アインファーマシーズ


