
令和４年４月現在

所轄消防署 交付番号 事　　　業　　　所　　　名 所　　　　在　　　　地 初回認定年月

丸の内 5101-1 株式会社東京交通会館 東京都千代田区有楽町二丁目10番1号 平成１９年３月

丸の内 5101-2 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 平成１９年３月

丸の内 5101-3 株式会社三菱UFJ銀行 本店 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 平成１９年３月

丸の内 5101-5 富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 平成１９年３月

丸の内 5101-12 岸本エステート株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-20 大成株式会社東京本社竹橋合同ビル現業所 東京都千代田区大手町一丁目4番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-22 株式会社大丸松坂屋百貨店　
大丸東京店 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-23 株式会社帝国ホテル 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-24 株式会社鉃鋼ビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 平成１９年５月

丸の内 5101-25 株式会社鉄道会館 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-26 東海旅客鉄道株式会社　東京駅 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-27 東京海上日動ビル本館東京海上日動
ファシリティーサービス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-30 東宝株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 平成１９年５月

丸の内 5101-31 株式会社日本経済新聞社 東京都千代田区大手町一丁目3番7号 平成１９年５月

丸の内 5101-37 株式会社ＪＲ東日本リテールネット
東京営業所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-40 三井物産フォーサイト株式会社 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 平成１９年５月

丸の内 5101-42 丸の内北口ビル　アラコム株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 平成１９年５月

丸の内 5101-43 丸の内熱供給株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-49 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 平成１９年５月

丸の内 5101-51 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-54 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 有楽町営業管理部 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 平成１９年５月

丸の内 5101-55 郵船不動産株式会社郵船ビル 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 平成１９年５月

丸の内 5101-61 ザ・ペニンシュラ東京 東京都千代田区有楽町一丁目8番1号 平成２２年１月

丸の内 5101-62 グラントウキョウサウスタワー内
セントラル警備保障株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 平成２２年１月

丸の内 5101-63 グラントウキョウノースタワー 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 平成２２年１月

丸の内 5101-65 二幸産業株式会社 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 平成２３年１月

丸の内 5101-66 ＮＴＴデータ大手町ビル 五大テック株式会社 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 平成２４年１月

丸の内 5101-68 パレスホテル 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 平成２７年１月

丸の内 5101-70 大手町タワーリゾーツ株式会社　アマン東京 東京都千代田区大手町一丁目5番6号 平成２８年１月

丸の内 5101-71 株式会社東京国際フォーラム 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 平成２８年１月

丸の内 5101-72 株式会社JR東日本ビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目7番2号 平成２８年１月

丸の内 5101-73 暁電気株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 平成２８年３月

丸の内 5101-74 ＥＮＥＯＳ不動産株式会社 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 令和元年１１月

丸の内 5101-75 能美防災株式会社　丸の内支店 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 令和元年１２月

丸の内 5101-76 株式会社　丸の内ホテル 東京都千代田区丸の内一丁目6番3号 令和２年３月

麹町 5102-1 千代田区役所 東京都千代田区九段南一丁目2番1号 平成１９年３月

麴町 5102-2 日本郵便株式会社　麹町郵便局 東京都千代田区九段南四丁目5番9号 平成１９年３月

麴町 5102-3 日枝神社 東京都千代田区永田町二丁目10番5号 平成１９年３月

麴町 5102-4 靖國神社 東京都千代田区九段北三丁目1番1号 平成１９年３月

麴町 5102-5 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 平成１９年５月

麴町 5102-8 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 東京都千代田区二番町8番8号 平成１９年５月

麴町 5102-9 株式会社永田町天竹 東京都千代田区永田町二丁目7番11号 平成１９年５月

麴町 5102-11 株式会社ホテルニューオータニ 東京都千代田区紀尾井町4番1号 平成１９年５月

麴町 5102-12 株式会社ナカノフド－建設 東京都千代田区九段北四丁目2番28号 平成２０年５月

麴町 5102-13 能美防災株式会社 東京都千代田区九段南四丁目7番3号 平成２８年１月

神田 5103-2 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 平成１９年３月

神田 5103-3 学校法人日本大学法学部 東京都千代田区神田三崎町二丁目3番1号 平成１９年３月

神田 5103-4 学校法人日本大学経済学部 東京都千代田区神田三崎町一丁目3番2号 平成１９年３月

神田 5103-7 シノハラ防災株式会社 東京都千代田区内神田二丁目7番10号 平成２０年５月

神田 5103-10 株式会社堀場製作所　東京支店 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 平成２０年５月

神田 5103-13 有限会社新樹 東京都千代田区猿楽町二丁目7番1号 平成２０年５月

神田 5103-16 アルプス観光株式会社 東京都千代田区神田岩本町1番地 平成２０年５月
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神田 5103-18 ハネクトーン早川株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目9番18号 平成２０年５月

神田 5103-19 新東科学株式会社 東京都千代田区神田東紺屋町27番地 平成２０年５月

神田 5103-21 三葉工業株式会社 東京都千代田区神田佐久間町二丁目18番地 平成２１年１月

神田 5103-25 千代田区立神田一橋中学校 東京都千代田区一ツ橋二丁目6番14号 平成２１年５月

神田 5103-26 株式会社共立メンテナンス 東京都千代田区外神田二丁目18番8号 平成２５年１月

神田 5103-27 美津濃株式会社 東京都千代田区神田小川町三丁目22番 平成２９年１月

京橋 5104-2 株式会社三越伊勢丹
三越銀座店 東京都中央区銀座四丁目6番16号 平成１９年３月

京橋 5104-3 株式会社松屋銀座 本店 東京都中央区銀座三丁目6番1号 平成１９年３月

京橋 5104-5
株式会社東武ホテルマネジメントコートヤード・マリオット
銀座東武ホテル

東京都中央区銀座六丁目14番10号 平成１９年３月

京橋 5104-7 東京高速道路株式会社 東京都中央区銀座一丁目3番先 平成１９年１０月

京橋 5104-8 第一生命保険株式会社　都心マーケット営業室　新日本橋営業オフィス 東京都中央区京橋二丁目4番12号 平成１９年１０月

京橋 5104-9 学校法人　聖路加国際大学 東京都中央区明石町10番1号 平成２１年６月

京橋 5104-10 ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座二丁目16番10号 平成２１年６月

京橋 5104-11 社会福祉法人シルヴァーウィング 東京都中央区新富一丁目4番6号 平成２１年６月

京橋 5104-12 株式会社オール商会 東京都中央区銀座一丁目24番9号 平成２１年６月

京橋 5104-15 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番1号 平成２７年１月

京橋 5104-16 株式会社マロニエゲート 東京都中央区銀座三丁目2番1号 平成３０年７月

京橋 5104-17 読売不動産株式会社 銀座事業所 東京都中央区銀座三丁目2番1号 平成３０年７月

京橋 5104-18 浄土真宗本願寺派 築地本願寺 東京都中央区築地三丁目15番1号 令和３年２月

京橋 5104-19 京橋通郵便局 東京都中央区京橋三丁目6番3号 令和３年２月

京橋 5104-20 有限会社　並木ビル 東京都中央区銀座三丁目2番10号 令和３年３月

日本橋 5105-1 株式会社髙島屋
日本橋店 東京都中央区日本橋二丁目4番1号 平成１９年３月

日本橋 5105-2 株式会社三越伊勢丹
三越日本橋本店 東京都中央区日本橋室町一丁目4番1号 平成１９年３月

日本橋 5105-3 株式会社明治座 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号 平成１９年３月

日本橋 5105-5 帝国繊維株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5番1号日本橋髙島屋ビルディング１５階平成１９年５月

臨港 5106-1 株式会社マリコットサービス
ホテルマリナ－ズコ－ト東京 東京都中央区晴海四丁目7番28号 平成１９年３月

臨港 5106-6 株式会社　泉興産 東京都中央区月島四丁目16番13号 平成２０年１月

芝 5107-1 東京ガス株式会社 東京都港区海岸一丁目5番20号 平成１９年３月

芝 5107-3 有限会社大澤組 東京都港区海岸三丁目6番43号 平成１９年３月

芝 5107-6 東京プリンスホテル 東京都港区芝公園三丁目3番1号 平成１９年１０月

芝 5107-12 メルパルク東京 東京都港区芝公園二丁目5番20号 平成２０年１月

芝 5107-13 株式会社　芝パークホテル 東京都港区芝公園一丁目5番10号 平成２０年１月

芝 5107-14 東京電力パワーグリッド株式会社　銀座支社 東京都港区芝公園二丁目2番4号 平成２０年５月

芝 5107-16 株式会社　フジテレビジョン 東京都港区台場二丁目4番8号 平成２０年５月

芝 5107-18 綜合防災株式会社 東京都港区芝二丁目5番19号 平成２１年６月

芝 5107-23 合資会社　神山自動車販売 東京都港区芝大門一丁目1番21号 平成２２年１月

芝 5107-24 宍倉自動車　株式会社 東京都港区芝二丁目22番11号 平成２２年１月

芝 5107-26 戸板女子短期大学 東京都港区芝二丁目２１番１７号 平成３０年２月

麻布 5108-1 森ビル株式会社 東京都港区六本木六丁目10番1号 平成１９年３月

赤坂 5109-4 ANAインターコンチネンタルホテル東京 東京都港区赤坂一丁目12番33号 平成２０年５月

赤坂 5109-5 株式会社エムケイジェイ 東京都港区南青山四丁目9番22号 平成２０年５月

赤坂 5109-6 有限会社飛鳥 東京都港区南青山三丁目7番3号 平成２０年５月

赤坂 5109-7 有限会社中山水産 東京都港区南青山二丁目5番9号 平成２４年１月

赤坂 5109-10 株式会社テクノフォース　　 東京都港区赤坂一丁目1番17号 平成２７年１月

赤坂 5109-12 室内工業株式会社 東京都港区赤坂二丁目10番16号 平成２７年１月

高輪 5110-1 ランチＢＯＸあいちゃん 東京都港区高輪一丁目25番9号 平成１９年３月

高輪 5110-2 ヤマトプロテック株式会社東京本社 東京都港区白金台五丁目17番2号 平成１９年３月

高輪 5110-3 大東建託パートナーズ株式会社 東京都港区港南二丁目16番1号 平成２２年１０月

高輪 5110-4 東京芝浦臓器株式会社 東京都港区港南二丁目7番19号 平成２７年１月

品川 5201-2 日本ペイント・オートモーティブコーティングス（株）東京事業所 東京都品川区南品川四丁目１番15号 平成１９年３月

品川 5201-5 東京ヤクルト販売株式会社
品川センター 東京都品川区東品川三丁目25番1号 平成２３年１月

品川 5201-6 株式会社　船清 東京都品川区北品川一丁目16番8号 平成２３年１月
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品川 5201-7 社会福祉法人あざみ会どんぐり保育園 東京都品川区南品川二丁目9番25号 平成２３年１月

品川 5201-8 学校法人立正大学学園 東京都品川区大崎四丁目2番16号 平成２３年１月

品川 5201-9 ホーチキ株式会社 東京都品川区上大崎二丁目10番43号 平成２３年１月

品川 5201-10 株式会社ジール 東京都品川区東品川一丁目39番21号 平成２３年１月

品川 5201-13 特別養護老人ホーム
社会福祉法人　福栄会 東京都品川区東品川三丁目1番8号 平成２５年１月

品川 5201-15 国際ハイヤー株式会社第二支店 東京都品川区西品川一丁目8番2号 平成２７年１月

品川 5201-16 株式会社オオゼキ目黒不動前店 東京都品川区西五反田四丁目８番８号 平成２９年３月

大井 5202-1 東京都競馬株式会社大井競馬場 東京都品川区勝島二丁目1番2号 平成１９年３月

大井 5202-4 大成温調株式会社 東京都品川区大井一丁目47番1号 平成２０年１月

大井 5202-7 ロイヤルティースデンタルクリニック 東京都品川区南大井三丁目33番10号ＮＯＲＩビル2階平成２９年２月

荏原 5203-1 日本銘木工業株式会社 東京都品川区荏原四丁目12番6号 平成２０年１月

荏原 5203-2 八幡神社 東京都品川区荏原七丁目5番14号 平成２０年１月

荏原 5203-3 上神明天祖神社 東京都品川区二葉四丁目4番12号 平成２０年１月

荏原 5203-4 旗岡八幡神社 東京都品川区旗の台三丁目6番12号 平成２０年１月

荏原 5203-5 昭和大学病院附属東病院 東京都品川区西中延二丁目14番19号 平成２０年１月

荏原 5203-6 株式会社　まつざわ 東京都品川区豊町一丁目4番17号 平成２２年５月

荏原 5203-8 株式会社オオゼキ旗の台店 東京都品川区旗の台四丁目3番3号 平成２７年１月

荏原 5203-9 株式会社オオゼキ武蔵小山店 東京都品川区小山三丁目22番3号 平成２９年３月

荏原 5203-10 株式会社オオゼキ戸越銀座店 東京都品川区平塚二丁目18番9号 平成２９年３月

荏原 5203-11 株式会社オオゼキ戸越公園店 東京都品川区戸越四丁目9番18号 平成２９年３月

大森 5204-3 東京都中央卸売市場　大田市場 東京都大田区東海三丁目2番1号 平成２０年１月

大森 5204-5 有限会社大森電解研磨工業 東京都大田区大森西五丁目24番14号 平成２８年３月

大森 5204-6 清水左官工業所 東京都大田区大森中三丁目25番9号 平成２８年３月

田園調布 5205-1 株式会社小田部工務店 東京都大田区池上三丁目35番22号 平成１９年３月

田園調布 5205-2 株式会社東亜計器製作所 東京都大田区南雪谷四丁目3番19号 平成１９年３月

蒲田 5206-2 関西ペイント株式会社東京事業所 東京都大田区南六郷三丁目12番1号 平成１９年５月

蒲田 5206-3 羽田運輸株式会社 東京都大田区羽田三丁目15番15号 平成２０年１月

蒲田 5206-5 株式会社ときわ給食センター 東京都大田区仲六郷三丁目23番3号 平成２２年１月

蒲田 5206-7 株式会社みずほ銀行羽田支店 東京都大田区萩中一丁目7番10号 平成２５年１月

蒲田 5206-8 株式会社 デモリション　タカ 東京都大田区蒲田四丁目33番7号 平成３０年３月

蒲田 5206-9 株式会社　山小電機製作所 東京都大田区東糀谷四丁目6番20号 令和２年８月

蒲田 5206-10 蒲田保育専門学校 東京都大田区本羽田一丁目４番１号 令和３年１１月

矢口 5207-1 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子三丁目30番2号 平成１９年３月

矢口 5207-2 学校法人片柳学園 東京都大田区西蒲田五丁目23番22号 平成１９年３月

矢口 5207-4 有限会社ユタカ塗装工業 東京都大田区矢口二丁目3番16号 平成１９年１０月

矢口 5207-5
東京二十三区清掃一部事務組合
多摩川清掃工場

東京都大田区下丸子二丁目33番1号 平成１９年１０月

目黒 5301-1 宗教法人祐天寺 東京都目黒区中目黒五丁目24番53号 平成１９年３月

目黒 5301-3 宗教法人　円融寺 東京都目黒区碑文谷一丁目22番22号 平成１９年１０月

目黒 5301-5 根岸ぶどう園 東京都目黒区東が丘一丁目29番22号 平成２０年１月

目黒 5301-9 株式会社　緑造園 東京都目黒区緑が丘一丁目13番10号 平成２４年１月

世田谷 5302-6 小川木材株式会社 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目21番12号 平成２７年１月

世田谷 5302-8 学校法人　国士舘 東京都世田谷区世田谷四丁目28番1号 令和元年８月

世田谷 5302-9 日本大学　三軒茶屋キャンパス 東京都世田谷区下馬三丁目34番1号 令和２年５月

世田谷 5302-10 昭和信用金庫本店 東京都世田谷区北沢一丁目38番14号 令和３年４月

世田谷 5302-11 日本経済新聞　世田谷専売所 東京都世田谷区弘巻三丁目１９番３号 令和３年４月

世田谷 5302-12 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ 　ＫＯＺＵ 東京都世田谷区代沢五丁目８番１８号 令和３年４月

世田谷 5302-13 都夏　下北沢店 東京都世田谷区代沢五丁目２９番１６号 令和３年４月

世田谷 5302-14 学校法人　駒澤大学 東京都世田谷区駒沢一丁目２３番１号 令和３年１０月

世田谷 5302-15 学校法人　東京農業大学 東京都世田谷区桜丘一丁目１番１号 令和３年１０月

世田谷 5302-16 日本大学　認定こども園 東京都世田谷区野沢一丁目３２番６号 令和３年１０月

世田谷 5302-17 株式会社　世田谷サービス公社 東京都世田谷区太子堂三丁目２５番９号 令和４年３月
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世田谷 5302-18 世田谷いちい保育園　北ウイング 東京都世田谷区弘巻五丁目１０番２２号 令和４年４月

世田谷 5302-19 世田谷いちい保育園　南ウイング 東京都世田谷区弘巻五丁目１０番２２号 令和４年４月

玉川 5304-1 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川三丁目17番1号 平成１９年３月

玉川 5304-3 財団法人東京都スポーツ文化事業団
駒沢オリンピック公園総合運動場 東京都世田谷区駒沢公園1番1号 平成１９年１０月

玉川 5304-4 東急株式会社ビル運営事業部運営第二グループ二子玉川営業推進担当 東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 平成１９年１０月

玉川 5304-5 五章建設株式会社 東京都世田谷区深沢四丁目16番21号 平成１９年１０月

玉川 5304-8 株式会社桜町不動産 東京都世田谷区桜新町一丁目13番10号 平成２２年１０月

玉川 5304-12 ラウンドテーブル法律事務所 東京都世田谷区奥沢七丁目37番16号 平成２８年１月

成城 5305-4 大雄電設工業株式会社
 東京都世田谷区給田三丁目26番20号 令和３年２月

成城 5305-5 日本女子体育大学 東京都世田谷区北烏山八丁目19番1号 令和３年３月

渋谷 5306-2 有限会社　松野工務店 東京都渋谷区恵比寿西二丁目17番11号 平成１９年１０月

渋谷 5306-3 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 平成２８年１２月

四谷 5401-1 株式会社丸正飯塚 東京都新宿区若葉二丁目12番 平成１９年３月

四谷 5401-2 創価学会 東京都新宿区信濃町32番 平成１９年３月

四谷 5401-3 雪印メグミルク株式会社 東京都新宿区四谷本塩町5番1号 平成１９年１０月

四谷 5401-4 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 東京都新宿区若葉一丁目5番 平成２０年５月

牛込 5402-1 株式会社　八洋 東京都新宿区東五軒町2番18号 平成１９年１０月

牛込 5402-2 一般社団法人　東京防災設備保守協会 東京都新宿区矢来町81番地の3 平成１９年１０月

新宿 5403-5 東京都下水道局
落合水再生センター 東京都新宿区上落合一丁目2番40号 平成１９年１０月

新宿 5403-6 株式会社スペーストラスト　新宿支店 東京都新宿区歌舞伎町一丁目12番9号 平成２０年９月

新宿 5403-7 株式会社　新宿　高野 東京都新宿区新宿三丁目26番11号 平成２７年１月

中野 5404-1 優美創建有限会社 東京都中野区南台四丁目26番8号 平成１９年３月

中野 5404-2
東京地下鉄株式会社
中野車両管理所

東京都中野区弥生町五丁目7番99号 平成１９年３月

中野 5404-3 株式会社スリーディメンション 東京都中野区中央五丁目29番11号
サンメゾン中野102平成２９年５月

野方 5405-1 株式会社七星科学研究所 東京都中野区上高田一丁目49番15号 平成１９年５月

野方 5405-2 東京都下水道局西部第一下水道事務所
中野水再生センター 東京都中野区新井三丁目37番4号 平成１９年１０月

野方 5405-3 株式会社　請地商店 東京都中野区丸山二丁目23番30号 平成２１年１月

野方 5405-4 株式会社　光明電機 東京都中野区野方六丁目29番9号 平成２１年１月

野方 5405-5 日本自動車交通株式会社 東京都中野区大和町一丁目68番7号 平成２３年１月

野方 5405-6 医療法人財団　健貢会　総合東京病院 東京都中野区江古田三丁目１５番２号 令和元年７月

野方 5405-7 ダイヤ不動産株式会社 東京都中野区鷺宮六丁目１９番１６号 令和元年７月

杉並 5406-1 株式会社トーシン 東京都杉並区堀ノ内一丁目8番26号 平成１９年３月

杉並 5406-2 立正佼成会 東京都杉並区和田二丁目11番１号 平成１９年３月

杉並 5406-4 東京ヤクルト販売株式会社 阿佐谷センター 東京都杉並区阿佐谷南一丁目10番7号 平成２０年１月

荻窪 5408-1 東信水産株式会社 東京都杉並区上荻一丁目21番21号 平成１９年３月

荻窪 5408-2 株式会社オレンジボード 東京都杉並区西荻北三丁目2番8号 平成１９年３月

荻窪 5408-3 株式会社植米苑 東京都杉並区久我山五丁目38番32号 平成１９年５月

荻窪 5408-4 ヴィムスポーツアベニュウ 東京都杉並区宮前二丁目10番4号 平成１９年５月

荻窪 5408-6 学校法人日本大学第二学園 東京都杉並区天沼一丁目45番33号 平成１９年１０月

荻窪 5408-7 岩崎通信機株式会社 東京都杉並区久我山一丁目7番41号 平成１９年１０月

荻窪 5408-8 東京ヤクルト販売株式会社　西荻窪センター 東京都杉並区上荻三丁目28番10号 平成２０年９月

小石川 5501-1 株式会社　髙喜興業 東京都文京区白山二丁目13番3号 平成１９年１０月

小石川 5501-3 有限会社　鳶岡村組 東京都文京区音羽二丁目3番9号 平成１９年１０月

小石川 5501-4 合資会社　ライオン堂洋品店 東京都文京区関口一丁目8番3号 平成１９年１０月

小石川 5501-7 東京電力パワーグリッド株式会社　大塚支社 東京都豊島区北大塚二丁目33番17号 平成２０年５月

本郷 5502-2 社会福祉法人　桜栄会
特別養護老人ホーム　文京千駄木の郷 東京都文京区千駄木五丁目19番2号 平成１９年１０月

本郷 5502-3 文京区立根津小学校 東京都文京区根津一丁目14番3号 平成１９年１０月

本郷 5502-4 文京区立汐見小学校 東京都文京区千駄木二丁目19番23号 平成１９年１０月

本郷 5502-5 文化シャッター株式会社 東京都文京区西片一丁目17番3号 平成２０年５月

本郷 5502-6 株式会社シイナ防災 東京都文京区千駄木三丁目43番12号 平成２０年５月

本郷 5502-7 学校法人東洋学園 東京都文京区本郷一丁目26番3号 平成２０年５月

本郷 5502-8 株式会社ＴＯＮＥＧＡＷＡ 東京都文京区湯島二丁目4番4号 平成２０年５月
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豊島 5503-1 有限会社　青木製作所 東京都豊島区高田三丁目33番4号 平成１９年１０月

豊島 5503-2 豊島区立総合体育場 東京都豊島区東池袋四丁目41番30号 平成２０年１月

豊島 5503-3 株式会社リアルコンセプト 東京都豊島区南大塚三丁目4番2号 平成２０年５月

豊島 5503-4 株式会社そごう・西武　西武池袋本店 東京都豊島区南池袋一丁目28番1号 平成２０年５月

豊島 5503-6 明治安田ビルマネジメント株式会社 東京都豊島区高田三丁目35番1号 平成２０年５月

豊島 5503-7 中央理化工業株式会社 東京都豊島区巣鴨一丁目4番17号 平成２８年９月

豊島 5503-8 帝京平成大学 東京都豊島区東池袋二丁目51番4号 令和２年２月

池袋 5504-2 豊島区立池袋第三小学校 東京都豊島区西池袋三丁目14番3号 平成２２年５月

池袋 5504-5 豊島区立要小学校 東京都豊島区要町二丁目3番20号 平成２２年５月

池袋 5504-6 豊島区立富士見台小学校 東京都豊島区南長崎一丁目10番5号 平成２２年５月

池袋 5504-7 豊島区立千早小学校 東京都豊島区千早三丁目33番5号 平成２２年５月

池袋 5504-8 宗教法人金剛院 東京都豊島区長崎一丁目9番2号 平成２７年１月

池袋 5504-9 株式会社ケアサポート・トップ 東京都豊島区長崎五丁目３３番８号 令和３年８月

王子 5505-1 株式会社王子自動車学校 東京都北区堀船二丁目13番28号 平成１９年５月

王子 5505-2 日本出版販売株式会社　王子流通センター 東京都北区豊島五丁目1番21号 平成１９年５月

王子 5505-4 日本製紙総合開発株式会社サンスクエア 東京都北区王子一丁目4番1号 平成２０年５月

王子 5505-5 越野建設株式会社 東京都北区王子四丁目22番9号 平成２０年５月

赤羽 5506-1 株式会社ＤＮＰロジスティクス 東京都北区赤羽南二丁目20番7号 平成１９年５月

赤羽 5506-2 株式会社ピーアンドディーヒロサワ 東京都北区浮間五丁目15番14号 平成２０年５月

赤羽 5506-3 日本化薬株式会社
東京研究事業所 東京都北区志茂三丁目31番12号 平成２３年１月

赤羽 5506-4
社会福祉法人こうほうえん
うきま幸朋苑

東京都北区浮間五丁目13番1号 平成２５年１月

滝野川 5507-1 日本貨物鉄道株式会社関東支社
田端信号場駅 東京都北区東田端一丁目16番地 平成１９年１０月

滝野川 5507-2 学校法人　瀧野川女子学園 東京都北区上中里一丁目27番7号 平成１９年１０月

滝野川 5507-3 株式会社　相模屋商店 東京都北区西ヶ原三丁目1番10号 平成１９年１０月

滝野川 5507-4
JR東日本旅客鉄道株式会社
新幹線統括本部 東京新幹線車両センター

東京都北区上中里二丁目44番1号 平成１９年１０月

滝野川 5507-5 明治交通株式会社 東京都北区上中里二丁目19番1号 平成２０年５月

滝野川 5507-7 公益財団法人　やまがた育英会　駒込学生会館 東京都北区中里三丁目７番７号 令和３年８月

板橋 5508-1 学校法人渡辺学園
東京家政大学 東京都板橋区加賀一丁目18番1号 平成１９年３月

板橋 5508-2 板橋区立東板橋体育館 東京都板橋区加賀一丁目10番5号 平成１９年３月

板橋 5508-4 株式会社　サンオキ 東京都板橋区南常盤台二丁目10番9号 平成２０年５月

板橋 5508-6 社会福祉法人あすなろ福祉会あすなろ保育園 東京都板橋区仲宿25番6号 平成２０年５月

志村 5509-1 電設工業健康保険組合
総合健康管理センター 東京都板橋区坂下一丁目33番12号 平成１９年３月

志村 5509-3 凸版印刷株式会社 東京都板橋区志村一丁目11番1号 平成２０年１月

志村 5509-4 株式会社トプコン 東京都板橋区蓮沼町75番1号 平成２０年１月

志村 5509-5 理研ビタミン株式会社東京工場 東京都板橋区若木一丁目15番10号 平成２０年１月

志村 5509-6 みその幼稚園 東京都板橋区三園一丁目30番1号 平成２０年５月

志村 5509-7 株式会社太陽油化 東京都板橋区三園二丁目12番2号 平成２０年５月

志村 5509-9 東京あおば農業共協同組合　赤塚支店 東京都板橋区四葉二丁目８番３号 平成２０年９月

志村 5509-10 トーハツ株式会社 東京都板橋区小豆沢三丁目5番4号 平成２１年１０月

練馬 5510-1 有限会社蒔田興業 東京都練馬区貫井五丁目22番22号 平成１９年３月

練馬 5510-2 中幸商事株式会社 東京都練馬区中村南二丁目26番2号 平成１９年３月

光が丘 5512-1 東京新宿青果株式会社
べじふるセンター練馬 東京都練馬区高野台二丁目1番18号 平成１９年３月

光が丘 5512-3 株式会社吉田商店　練馬サービスセンター 東京都練馬区田柄二丁目34番3号 平成２１年１０月

光が丘 5512-4 株式会社ジェイシティ
ジェイシティビル 東京都練馬区高松五丁目8番20号 平成２３年１月

光が丘 5512-5 東京信用金庫土支田支店 東京都練馬区土支田四丁目3番1号 平成２９年５月

石神井 5513-1 株式会社タムラ製作所　　 東京都練馬区東大泉一丁目19番43号 平成１９年３月

石神井 5513-2 学校法人愛和学園愛和幼稚園 東京都練馬区南田中二丁目23番30号 平成１９年３月

石神井 5513-3 東京あおば農業協同組合石神井支店 東京都練馬区石神井町五丁目11番7号 平成１９年５月

石神井 5513-4 株式会社　小関田中園 東京都練馬区石神井台八丁目18番41号 平成１９年５月

石神井 5513-9 株式会社　小澤葬祭 東京都練馬区関町北四丁目1番10号 平成２４年１月

上野 5601-1 株式会社バンビ 東京都台東区台東四丁目32番1号 平成１９年３月

上野 5601-3 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目5番1号 平成１９年１０月
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上野 5601-4 株式会社東日本環境アクセス上野事業所 東京都台東区上野七丁目1番1号 平成２１年５月

上野 5601-5 株式会社伊豆榮 東京都台東区上野二丁目12番22号 平成２１年１０月

上野 5601-6 特定非営利活動法人 社会福祉サービス　マザリーエフ 東京都台東区根岸五丁目10番13号 平成２２年１月

上野 5601-7 宗教法人　五條天神社 東京都台東区上野公園4番17号 令和３年５月

上野 5601-8 株式会社　ＪＲ東日本クロスステーション　フーズカンパニー 東京都台東区台東一丁目30番7号 令和３年５月

上野 5601-9 社会福祉法人　台東区社会福祉事業団 東京都台東区三ノ輪一丁目２７番１１号 令和３年９月

上野 5601-10 朝日信用金庫 東京都台東区台東二丁目８番２号 令和３年１２月

浅草 5602-1 学校法人蔵前学園蔵前幼稚園 東京都台東区蔵前二丁目11番10号 平成１９年３月

浅草 5602-3 台東区認定こども園　ことぶきこども園 東京都台東区寿一丁目10番9号 平成２６年１月

日本堤 5603-2 株式会社ハン六 東京都台東区花川戸二丁目17番8号 平成１９年３月

日本堤 5603-3 株式会社　東京刃型 東京都台東区浅草六丁目21番12号 平成２０年９月

日本堤 5603-4 株式会社新井設備 東京都台東区清川一丁目11番5号 平成２５年１月

日本堤 5603-5 日本ビューホテル株式会社 浅草ビューホテル 東京都台東区西浅草三丁目17番1号 平成３０年１月

荒川 5604-2 日本運輸倉庫株式会社
隅田川ニッソウセンター支店 東京都荒川区南千住四丁目1番1号 平成１９年３月

荒川 5604-3 隅田川運送株式会社 東京都荒川区南千住三丁目4番5号 平成１９年１０月

荒川 5604-4 仲栄商会 東京都荒川区荒川一丁目38番7号 平成１９年１０月

荒川 5604-5 有限会社ケイ・プランニング 東京都荒川区荒川五丁目6番5号 平成１９年１０月

荒川 5604-6 株式会社タツエンタープライズ 東京都荒川区南千住三丁目2番2号 平成２０年９月

荒川 5604-7 ホテルラングウッド 東京都荒川区東日暮里五丁目50番5号 平成２１年１０月

荒川 5604-9 センターまちや 東京都荒川区荒川七丁目50番9号 平成２２年５月

荒川 5604-13 有限会社ケア・プランニング 東京都荒川区荒川四丁目9番11号 平成２２年５月

荒川 5604-15 学校法人　平成医療学園　日本総合医療専門学校 東京都荒川区東日暮里六丁目25番13号 令和３年１２月

尾久 5605-1 東京電力ホールディングス株式会社 東京都荒川区東尾久五丁目31番11号 平成１９年３月

尾久 5605-2 有限会社 吉池製作所 東京都荒川区町屋三丁目3番9号 平成１９年３月

千住 5606-2 有限会社グリーンタウン千住 東京都足立区千住緑町一丁目20番1号 平成１９年３月

千住 5606-3 有限会社　出口消火器 東京都足立区柳原一丁目32番6号 平成１９年１０月

千住 5606-5 田島ルーフィング株式会社 宮城工場 東京都足立区宮城一丁目21番12号 平成２０年１月

千住 5606-6 足立成和信用金庫旭町支店 東京都足立区千住旭町35番19号 平成２０年９月

千住 5606-7 株式会社　坂本石材 東京都足立区千住二丁目35番地 平成２１年１０月

千住 5606-8 帝京科学大学　柔道部 東京都足立区千住桜木二丁目２番１号 令和４年２月

千住 5606-9 足立成和信用金庫　本部 東京都足立区千住一丁目４番１６号 令和４年２月

千住 5606-10 足立成和信用金庫　本店 東京都足立区千住一丁目４番１６号 令和４年２月

足立 5607-1 株式会社西野建材 東京都足立区花畑二丁目3番9号 平成１９年３月

足立 5607-2 株式会社あし川葬祭 東京都足立区六月一丁目11番7号 平成１９年３月

足立 5607-3 石山米店 東京都足立区谷中四丁目11番15号 平成１９年１０月

足立 5607-4 有限会社　久保田電子設計 東京都足立区竹の塚二丁目8番8号 平成２７年１０月

西新井 5608-1 東京都青果物商業協同組合北足立支所 東京都足立区入谷六丁目3番1号 平成１９年３月

西新井 5608-2 弘済運輸株式会社 東京都足立区東伊興二丁目1番22号 令和元年１月

西新井 5608-3 大井物産株式会社 東京都足立区加賀二丁目９番１４号 令和２年８月

西新井 5608-4 産経新聞西新井駅西口ＳＣ 東京都足立区関原二丁目３０番２号 令和２年８月

本所 5701-1 宮沢模型株式会社 東京都墨田区横網二丁目6番1号 平成１９年３月

本所 5701-2 有限会社荒木油店 東京都墨田区太平四丁目7番10号 平成１９年３月

本所 5701-5 日本たばこ産業株式会社生産技術センター 東京都墨田区横川一丁目17番7号 平成１９年１０月

本所 5701-6 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 平成１９年１０月

向島 5702-2 東京スバル株式会社　墨田店 東京都墨田区東向島五丁目1番16号 平成２０年９月

向島 5702-4 有限会社後藤ゴム工業所 東京都墨田区墨田四丁目53番6号 平成２３年１月

向島 5702-5 有限会社　大里組 東京都墨田区八広二丁目30番9号 平成２４年１月

向島 5702-6 中林病院助産師学院 東京都墨田区東向島三丁目29番1号 令和元年７月

深川 5703-1 株式会社フジクラ 東京都江東区木場一丁目5番1号 平成１９年３月

深川 5703-2 株式会社ムトウユニパック 東京都江東区永代一丁目7番12号 平成１９年３月

深川 5703-3 鹿島東京開発株式会社　ホテルイースト２１東京 東京都江東区東陽六丁目3番3号 平成１９年５月

深川 5703ｰ5 株式会社帝国倉庫 東京都江東区清澄一丁目5番1号 平成１９年１０月
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深川 5703-6 寶紙業株式会社 東京都江東区潮見二丁目2番9号 平成１９年１０月

深川 5703-7 丸八倉庫株式会社 東京都江東区富岡二丁目1番9号 平成２０年５月

深川 5703-8 株式会社東京ビッグサイト 東京都江東区有明三丁目11番1号 平成２１年１０月

深川 5703-9
藤田観光株式会社
東京ベイ有明ワシントンホテル

東京都江東区有明三丁目7番11号 平成２１年１０月

深川 5703-10 東京臨海高速鉄道株式会社 東京都江東区青海一丁目2番1号 平成２１年１０月

深川 5703-12 公益財団法人がん研究会 東京都江東区有明三丁目8番31号 平成２１年１０月

深川 5703-13 リゾートトラスト株式会社
東京ベイコート倶楽部ホテル＆スパリゾート 東京都江東区有明三丁目1番15号 平成２１年１０月

深川 5703-15 株式会社アベキャピタル 東京都江東区木場二丁目15番12号 平成２１年１０月

深川 5703-16 株式会社相鉄ホテルマネジメント
相鉄グランドフレッサ　東京ベイ有明 東京都江東区有明三丁目6番6号 平成２５年１月

深川 5703-17 株式会社テツソー　テツソートランクルーム 東京都江東区塩浜一丁目1番20号 平成３０年７月

城東 5704-4 共立不動産株式会社 東京都江東区亀戸六丁目20番8号 平成２０年５月

城東 5704-5 古賀オール株式会社 東京工場 東京都江東区新砂一丁目12番17号 平成２０年５月

城東 5704-6 東京電力パワーグリッド株式会社 江東支社 東京都江東区大島三丁目4番5号 平成２０年５月

城東 5704-7 株式会社若洲 東京都江東区若洲二丁目3番7号 平成２９年１月

本田 5705-1 株式会社　ヨシダ防災設備 平成１９年３月

本田 5705-2 社会福祉法人いろは福祉会
ケアハウスグレースビレッジ　　　　　 平成１９年３月

本田 5705-3 実用興業株式会社 東京都葛飾区四つ木五丁目1番4号 平成２２年１月

本田 5705-4 株式会社白崎製作所 東京都葛飾区白鳥四丁目1番12号 平成２２年１月

本田 5705-5 株式会社カツテック 東京都葛飾区東四つ木一丁目1番10号 平成２２年１月

本田 5705-7 社会福祉法人清遊の家 東京都葛飾区西新小岩三丁目37番27号 平成２２年１月

本田 5705-9 ミヨシ油脂株式会社 東京都葛飾区堀切四丁目66番1号 平成２２年１月

本田 5705-12 有限会社玉子家 東京都葛飾区東四ツ木三丁目23番25号 平成２２年１月

本田 5705-13 東高通信工業株式会社 東京都葛飾区白鳥二丁目17番1号 平成２２年１月

本田 5705-14 株式会社坂井電気 東京都葛飾区東新小岩二丁目22番1号 平成２２年１月

本田 5705-16 医療法人丸山会　介護老人保健施設　ケア新小岩 東京都葛飾区東新小岩二丁目1番12号 平成２２年１月

本田 5705-18 株式会社　サンハート　ＳＩＬＶＥＲ　ＳＵＰＰＯＲＴ　星にねがいを 東京都葛飾区細田四丁目2番8号 平成２２年５月

本田 5705-19 昭和風力機械株式会社 東京都葛飾区奥戸一丁目16番3号 平成２２年５月

本田 5705-20 石川生コン株式会社 東京都葛飾区高砂二丁目9番9号 平成２３年１月

本田 5705-21 京成タウンバス株式会社 東京都葛飾区奥戸二丁目6番10号 平成２４年１月

金町 5706-1
三菱ガス化学株式会社
東京テクノパーク

平成１９年３月

金町 5706-3 医療法人社団　玲瓏会　金町中央病院 平成１９年１０月

金町 5706-4 郵便局株式会社　葛飾東金町郵便局 東京都葛飾区東金町三丁目9番1号 平成２０年９月

金町 5706-5 郵便局株式会社　葛飾東金町二郵便局 東京都葛飾区東金町二丁目17番13号 平成２０年９月

金町 5706-7 クリーニング　シノダ 東京都葛飾区水元五丁目7番1号 平成２１年１０月

江戸川 5707-1 株式会社きくや銘建 東京都江戸川区新堀二丁目14番10号 平成１９年３月

江戸川 5707-3 ライオン株式会社研究開発本部 東京都江戸川区平井七丁目2番1号 平成２０年１月

江戸川 5707-4 関東興業株式会社 東京都江戸川区東小松川三丁目1番1号 平成２０年１月

葛西 5708-1 田中産業株式会社 東京都江戸川区臨海町四丁目2番1号 平成１９年３月

葛西 5708-3 株式会社　サトー産業 東京都江戸川区臨海町五丁目2番2号 平成１９年１０月

葛西 5708-10 学校法人滋慶学園東京医薬専門学校 東京都江戸川区東葛西六丁目5番12号 平成２７年１月

小岩 5709-1 株式会社東京葬祭 東京都江戸川区西小岩一丁目20番4号 平成１９年５月

小岩 5709-2 有限会社石井ビル 東京都江戸川区北小岩六丁目15番5号 平成１９年５月

小岩 5709-3 学校法人江戸川富士学園 浅間幼稚園 東京都江戸川区上篠崎一丁目22番11号 平成２０年１月

小岩 5709-4 社会福祉法人　光照園 江戸川光照苑 東京都江戸川区北小岩五丁目7番2号 平成２２年１０月
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