
窓口名称 所在地

1 立川髙島屋S.C.　インフォメーション 東京都立川市曙町二丁目39番3号

2 メズム東京　オートグラフコレクション 東京都港区海岸一丁目10番30号

3 東京ステーションホテル 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

4 ホテルメトロポリタン 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号

5 ホテルメトロポリタンエドモント 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号

6 ホテルメトロポリタン丸の内 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号

7 東横INN後楽園文京区役所前 東京都文京区小石川二丁目2番11号

8 東横INN赤羽駅東口 東京都北区赤羽一丁目11番11号

9 東横INN浅草蔵前Ⅰ 東京都台東区駒形一丁目3番13号

10 東横INN東西線西葛西 東京都江戸川区西葛西五丁目11番12号

11 東横INN大塚駅北口Ⅰ 東京都豊島区北大塚二丁目11番3号

12 東横INN新宿歌舞伎町 東京都新宿区歌舞伎町二丁目20番15号

13 東横INN日本橋人形町 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目10番2号

14 東横INN池袋北口Ⅰ 東京都豊島区池袋二丁目50番5号

15 東横INN溜池山王駅官邸南 東京都千代田区永田町二丁目4番14号

16 東横INN赤羽駅東口一番街 東京都北区赤羽三丁目2番2号

17 東横INN門前仲町永代橋 東京都江東区永代一丁目15番3号

18 東横INN鶯谷駅前 東京都台東区根岸一丁目2番17号

19 東横INN山手線大塚駅北口Ⅱ 東京都豊島区北大塚二丁目5番9号

20 東横INN東京日本橋 東京都中央区日本橋大伝馬町14番16号

21 東横INN日本橋三越前A4 東京都中央区日本橋小舟町11番12号

22 東横INN浅草蔵前Ⅱ 東京都台東区蔵前二丁目7番5号

23 東横INN西武池袋線東久留米駅西口 東京都東久留米市本町一丁目4番8号

24 東横INN東京大手町A1 東京都千代田区内神田一丁目8番10号

25 東横INN東京駅八重洲北口 東京都中央区八重洲一丁目5番5号
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26 東横INN京浜東北線王子駅北口 東京都北区王子二丁目1番1号

27 東横INN新宿御苑前駅３番出口 東京都新宿区新宿一丁目17番8号

28 東横INN日本橋浜町明治座前 東京都中央区日本橋浜町一丁目1番4号

29 東横INN神田秋葉原 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目2番4号

30 東横INN上野田原町駅 東京都台東区寿三丁目19番5号

31 東横INN日本橋税務署前 東京都中央区日本橋富沢町11番5号

32 東横INNアキバ浅草橋駅東口 東京都台東区柳橋二丁目14番4号

33 東横INN品川港南口天王洲アイル 東京都品川区東品川二丁目2番35号

34 セルリアンタワー東急ホテル 東京都渋谷区桜丘町26番1号

35 渋谷ストリームエクセルホテル東急 東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号

36 渋谷東急REIホテル 東京都渋谷区渋谷一丁目24番10号

37 羽田エクセルホテル東急 東京都大田区羽田空港三丁目4番2号

38 東京上野ユースホステル 東京都台東区上野一丁目13番6号 東京新潟県人会館4階

39 江東区観光協会 東京都江東区東陽四丁目5番18号

40 江東区観光協会亀戸支部 東京都江東区亀戸三丁目61番1号

41 ホテル雅叙園東京 東京都目黒区下目黒一丁目8番1号

42 ファーイーストビレッジホテル東京有明 東京都江東区有明一丁目2番43号

43 銀座グランドホテル 東京都中央区銀座八丁目6番15号

44 ホテルインターゲート東京京橋 東京都中央区京橋三丁目7番8号

45 東急ステイ目黒・祐天寺 東京都目黒区祐天寺二丁目15番7号

46 東急ステイ門前仲町 東京都江東区富岡一丁目23番2号

47 東急ステイ用賀 東京都世田谷区用賀四丁目4番1号

48 東急ステイ渋谷 東京都渋谷区神泉町8番14号

49 東急ステイ日本橋 東京都中央区日本橋本町四丁目7番9号

50 東急ステイ四谷 東京都新宿区四谷二丁目1番地3
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51 東急ステイ渋谷　新南口 東京都渋谷区渋谷三丁目26番21号

52 東急ステイ築地 東京都中央区築地四丁目11番5号

53 東急ステイ五反田 東京都品川区東五反田一丁目12番2号

54 東急ステイ水道橋 東京都千代田区神田三崎町一丁目1番12号

55 東急ステイ青山プレミア 東京都港区南青山二丁目27番18号

56 東急ステイ西新宿 東京都新宿区西新宿五丁目9番8号

57 東急ステイ池袋 東京都豊島区池袋二丁目12番2号

58 東急ステイ蒲田 東京都大田区蒲田四丁目23番1号

59 東急ステイ新橋 東京都港区新橋四丁目23番1号

60 東急ステイ新宿 東京都新宿区新宿三丁目7番1号

61 東急ステイ銀座 東京都中央区銀座四丁目10番5号

62 東急ステイ高輪 東京都港区高輪二丁目16番29号

63 東急ステイ新宿イーストサイド 東京都新宿区歌舞伎町二丁目3番24号

64 ホテルウィングインターナショナルプレミアム東京四谷 東京都新宿区四谷三丁目14番地1

65 ホテルウィングインターナショナル新橋御成門 東京都港区新橋六丁目20番8号

66 ホテルウィングインターナショナル新宿 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番7号

67 ホテルウィングインターナショナル池袋 東京都豊島区東池袋三丁目10番7号

68 ホテルウィングインターナショナルセレクト池袋 東京都豊島区東池袋三丁目7番1号

69 ホテルウィングインターナショナル後楽園 東京都文京区本郷一丁目25番11号

70 ホテルウィングインターナショナルセレクト上野・御徒町 東京都台東区東上野二丁目18番4号

71 ホテルウィングインターナショナルセレクト浅草駒形 東京都台東区駒形二丁目7番5号

72 ホテルウィングインターナショナル東京赤羽 東京都北区赤羽西一丁目39番17号

73 ホテルウィングインターナショナルプレミアム渋谷 東京都渋谷区宇田川町4番3号

74 相鉄フレッサイン 御茶ノ水神保町 東京都千代田区神田神保町一丁目19番地7

75 相鉄フレッサイン 東京神田 東京都千代田区神田紺屋町8番地1
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76 相鉄フレッサイン 神田大手町 東京都千代田区内神田二丁目8番4号

77 相鉄フレッサイン 東京京橋 東京都中央区京橋二丁目11番1号

78 相鉄フレッサイン 日本橋人形町 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番4号

79 相鉄フレッサイン 日本橋茅場町 東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番10号

80 相鉄フレッサイン 銀座七丁目 東京都中央区銀座七丁目11番12号

81 相鉄フレッサイン 銀座三丁目 東京都中央区銀座三丁目8番4号

82 相鉄フレッサイン 浜松町大門 東京都港区芝大門一丁目2番7号

83 相鉄フレッサイン 東京赤坂 東京都港区赤坂六丁目3番17号

84 相鉄フレッサイン 新橋日比谷口 東京都港区新橋一丁目14番3号

85 相鉄フレッサイン 新橋烏森口 東京都港区新橋四丁目10番2号

86 相鉄フレッサイン 東京田町 東京都港区芝浦三丁目14番21号

87 相鉄フレッサイン 東京六本木 東京都港区六本木三丁目10番1号

88 相鉄フレッサイン 東新宿駅前 東京都新宿区新宿七丁目27番9号

89 相鉄フレッサイン 上野御徒町 東京都台東区上野一丁目20番8号

90 相鉄フレッサイン 東京錦糸町 東京都墨田区江東橋二丁目18番7号

91 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

92 相鉄フレッサイン東京東陽町駅前 東京都江東区東陽四丁目4番3号

93 相鉄フレッサイン 東京蒲田 東京都大田区蒲田五丁目19番12号

94 ホテルサンルートプラザ 新宿 東京都渋谷区代々木二丁目3番1号

95 東京グリーンパレス 東京都千代田区二番町2番地

96 フォーレスト 本郷 東京都文京区本郷六丁目16番4号

97 八王子観光コンベンション協会案内所 東京都八王子市旭町1番1号セレオ八王子北館9階

98 レムプラス銀座 東京都中央区銀座八丁目11番11号

99 レム東京京橋 東京都中央区京橋二丁目6番21号

100 レム日比谷 東京都千代田区有楽町一丁目2番1号
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101 レム秋葉原 東京都千代田区神田佐久間町一丁目6番地5

102 レム六本木 東京都港区六本木七丁目14番4号

103 ホテルタビノス浜松町 東京都港区海岸一丁目13番3号


