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首都圏センサス　測定商業施設一覧

都道府県 エリア名（区分）
商業施設

（2016年9月時点）
1 東京 青砥 ユアエルム青戸店
2 東京 赤坂・紀尾井町 akasakaSacas
3 東京 赤坂・紀尾井町 赤坂東急プラザ
4 東京 赤坂・紀尾井町 echika fit 永田町
5 東京 赤坂・紀尾井町 ビックカメラ赤坂見附店
6 東京 赤羽 アピレ
7 東京 赤羽 ecute赤羽
8 東京 赤羽 ショッピングセンター　ビビオ
9 東京 赤羽 セブンタウン小豆沢

10 東京 赤羽 ビーンズ赤羽
11 東京 秋川 イオンモール日の出
12 東京 昭島・拝島 ザ・モールみずほ16
13 東京 昭島・拝島 ジョイフル本田　瑞穂店
14 東京 昭島・拝島 Dila拝島（拝島駅構内）
15 東京 昭島・拝島 モリタウン
16 東京 昭島・拝島 MORI PARK Outdoor Village
17 東京 秋葉原 秋葉原UDX
18 東京 秋葉原 秋葉原ラジオ会館
19 東京 秋葉原 アトレ秋葉原1
20 東京 秋葉原 アトレ秋葉原2
21 東京 秋葉原 ソフマップ秋葉原本館
22 東京 秋葉原 2k540　AKI-OKA ARTISAN
23 東京 秋葉原 mAAch ecute神田万世橋
24 東京 秋葉原 ヨドバシAkibaビル（マルチメディアAkiba）
25 東京 秋葉原 LABI秋葉原パソコン館
26 東京 秋葉原 WATERRAS
27 東京 浅草・押上 浅草ROX
28 東京 浅草・押上 東京スカイツリータウン（東京ソラマチ）
29 東京 浅草・押上 松屋　浅草店／EKIMISE
30 東京 浅草・押上 まるごとにっぽん
31 東京 飯田橋 la kagu
32 東京 飯田橋 ラムラ
33 東京 池袋 池袋サンシャインシティ（アルタ、アルパ）
34 東京 池袋 池袋ショッピングパーク
35 東京 池袋 池袋東武ホープセンター
36 東京 池袋 池袋パルコ
37 東京 池袋 池袋マルイ
38 東京 池袋 エソラ池袋
39 東京 池袋 エチカ池袋
40 東京 池袋 西武池袋本店
41 東京 池袋 東急ハンズ　池袋店
42 東京 池袋 東武百貨店　池袋店
43 東京 池袋 ビックカメラ池袋西口店
44 東京 池袋 ビックカメラ池袋東口カメラ館／アウトレット池袋東口店
45 東京 池袋 LABI1池袋店（日本総本店・モバイルドリーム館）
46 東京 池袋 ルミネ池袋店
47 東京 池袋 WACCA IKEBUKURO
48 東京 上野・御徒町 アトレ上野
49 東京 上野・御徒町 アメ横センタービル
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50 東京 上野・御徒町 上野ＡＢＡＢ
51 東京 上野・御徒町 上野マルイ
52 東京 上野・御徒町 ecute上野
53 東京 上野・御徒町 多慶屋
54 東京 上野・御徒町 Dila上野
55 東京 上野・御徒町 松坂屋　上野店
56 東京 上野・御徒町 吉池
57 東京 上野・御徒町 ヨドバシカメラマルチメディア上野
58 東京 恵比寿・代官山 アトレ恵比寿
59 東京 恵比寿・代官山 恵比寿ガーデンプレイス（恵比寿三越）
60 東京 恵比寿・代官山 代官山アドレス・ディセ
61 東京 恵比寿・代官山 代官山 T-SITE
62 東京 恵比寿・代官山 ヒルサイドテラス
63 東京 恵比寿・代官山 LOG ROAD DAIKANYAMA
64 東京 大泉 グランエミオ大泉学園
65 東京 大泉 ゆめりあフェンテ
66 東京 大泉 ＬＩＶＩＮオズ大泉
67 東京 大井町 アトレ大井町
68 東京 大井町 アトレ大井町2
69 東京 大井町 etomo大井町
70 東京 大井町 LABI品川大井町
71 東京 大崎・五反田 アトレヴィ五反田
72 東京 大崎・五反田 大崎ニューシティ
73 東京 大崎・五反田 ゲートシティ大崎
74 東京 大崎・五反田 五反田TOCビル
75 東京 大崎・五反田 ThinkPark
76 東京 大崎・五反田 レミィ五反田
77 東京 大森 アトレ大森
78 東京 大森 ダイシン百貨店
79 東京 大森 Luz大森
80 東京 荻窪・西荻窪 荻窪タウンセブン／西友　荻窪店
81 東京 荻窪・西荻窪 Dila西荻窪（西荻窪駅）
82 東京 荻窪・西荻窪 ルミネ荻窪
83 東京 お台場 アクアシティお台場
84 東京 お台場 ヴィーナスフォート
85 東京 お台場 ダイバーシティ東京 プラザ
86 東京 お台場 デックス東京ビーチ
87 東京 お台場 メディアージュ
88 東京 蒲田 あすとウィズ
89 東京 蒲田 蒲田東急プラザ
90 東京 蒲田 グランデュオ蒲田
91 東京 蒲田 島忠　大田千鳥店
92 東京 蒲田 ユザワヤ　蒲田店
93 東京 亀有 アリオ亀有／イトーヨーカドーアリオ亀有店
94 東京 亀有 島忠　大谷田店
95 東京 亀有 ビーンズ亀有
96 東京 北千住・綾瀬 北千住マルイ
97 東京 北千住・綾瀬 ポンテポルタ千住
98 東京 北千住・綾瀬 ルミネ北千住
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99 東京 吉祥寺 アトレ吉祥寺

100 東京 吉祥寺 吉祥寺パルコ
101 東京 吉祥寺 吉祥寺ロフト
102 東京 吉祥寺 キラリナ京王吉祥寺
103 東京 吉祥寺 コピス吉祥寺
104 東京 吉祥寺 東急百貨店　吉祥寺店
105 東京 吉祥寺 丸井吉祥寺店
106 東京 吉祥寺 ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺
107 東京 吉祥寺 LABI吉祥寺
108 東京 銀座・有楽町・日比谷 IDC大塚家具　銀座本店
109 東京 銀座・有楽町・日比谷 アップルストア銀座
110 東京 銀座・有楽町・日比谷 アバクロンビー＆フィッチ
111 東京 銀座・有楽町・日比谷 アルマーニ銀座タワー
112 東京 銀座・有楽町・日比谷 イグジットメルサ
113 東京 銀座・有楽町・日比谷 伊東屋
114 東京 銀座・有楽町・日比谷 Echika fit 銀座
115 東京 銀座・有楽町・日比谷 カルティエ銀座本店
116 東京 銀座・有楽町・日比谷 Gapフラッグシップ銀座
117 東京 銀座・有楽町・日比谷 KIRARITO GINZA
118 東京 銀座・有楽町・日比谷 銀座インズ
119 東京 銀座・有楽町・日比谷 銀座かねまつ
120 東京 銀座・有楽町・日比谷 銀座コア
121 東京 銀座・有楽町・日比谷 銀座ナイン
122 東京 銀座・有楽町・日比谷 銀座ファイブ
123 東京 銀座・有楽町・日比谷 銀座ベルビア館
124 東京 銀座・有楽町・日比谷 銀座三越
125 東京 銀座・有楽町・日比谷 グッチ銀座
126 東京 銀座・有楽町・日比谷 交詢ビル（バーニーズ・ニューヨーク銀座店）
127 東京 銀座・有楽町・日比谷 コーチ銀座店
128 東京 銀座・有楽町・日比谷 ZARA銀座店
129 東京 銀座・有楽町・日比谷 SHISEIDO THE GINZA
130 東京 銀座・有楽町・日比谷 シャネル銀座
131 東京 銀座・有楽町・日比谷 新有楽町ビル（SHIPS、パーリーゲイツ、ラシットなど）
132 東京 銀座・有楽町・日比谷 ソニービル
133 東京 銀座・有楽町・日比谷 ティファニー銀座本店（銀座二丁目）
134 東京 銀座・有楽町・日比谷 東急プラザ銀座 
135 東京 銀座・有楽町・日比谷 東京銀座資生堂ビル
136 東京 銀座・有楽町・日比谷 東京交通会館
137 東京 銀座・有楽町・日比谷 西銀座デパート（NISHIGINZA)
138 東京 銀座・有楽町・日比谷 博品館
139 東京 銀座・有楽町・日比谷 阪急MEN'S TOKYO
140 東京 銀座・有楽町・日比谷 ビックカメラ有楽町店本館
141 東京 銀座・有楽町・日比谷 日比谷シティ
142 東京 銀座・有楽町・日比谷 日比谷シャンテ
143 東京 銀座・有楽町・日比谷 プランタン銀座（本館、アネックス館）
144 東京 銀座・有楽町・日比谷 松屋　銀座店
145 東京 銀座・有楽町・日比谷 マロニエゲート／東急ハンズ銀座店
146 東京 銀座・有楽町・日比谷 メルサ　Ginza-2
147 東京 銀座・有楽町・日比谷 有楽町ITOCiA（有楽町マルイ）



Copyright © Nikkei Research Inc. All Rights Reserved.

首都圏センサス　測定商業施設一覧

都道府県 エリア名（区分）
商業施設

（2016年9月時点）
148 東京 銀座・有楽町・日比谷 有楽町インフォス（ロフト、無印良品）
149 東京 銀座・有楽町・日比谷 有楽町ビル（エストネーション）
150 東京 銀座・有楽町・日比谷 ユニクロ銀座店
151 東京 銀座・有楽町・日比谷 LABI新橋デジタル館・生活館
152 東京 銀座・有楽町・日比谷 ルイヴィトン銀座並木通り店
153 東京 銀座・有楽町・日比谷 ルミネ有楽町店
154 東京 銀座・有楽町・日比谷 和光
155 東京 錦糸町・亀戸 アトレ亀戸
156 東京 錦糸町・亀戸 アリオ北砂／イトーヨーカドー アリオ北砂店
157 東京 錦糸町・亀戸 アルカキット錦糸町
158 東京 錦糸町・亀戸 オリナス
159 東京 錦糸町・亀戸 島忠　江東猿江店
160 東京 錦糸町・亀戸 島忠　ホームズ平井店
161 東京 錦糸町・亀戸 テルミナ（ヨドバシカメラマルチメディア錦糸町）
162 東京 錦糸町・亀戸 丸井錦糸町店
163 東京 錦糸町・亀戸 ＬＩＶＩＮ錦糸町
164 東京 小岩・新小岩 シャポー小岩
165 東京 高円寺・阿佐ヶ谷 Dila阿佐ヶ谷（阿佐ヶ谷駅）
166 東京 高円寺・阿佐ヶ谷 Dila高円寺（高円寺駅）
167 東京 後楽園 東京ドームシティアトラクションズ・ラクーア
168 東京 後楽園 メトロ・エム後楽園
169 東京 国立・国分寺・小金井・三鷹 アトレヴィ三鷹
170 東京 国立・国分寺・小金井・三鷹 Emio 武蔵境
171 東京 国立・国分寺・小金井・三鷹 CELEO国分寺（国分寺マルイ）
172 東京 国立・国分寺・小金井・三鷹 nonowa国立
173 東京 国立・国分寺・小金井・三鷹 nonowa西国分寺
174 東京 国立・国分寺・小金井・三鷹 nonowa東小金井
175 東京 国立・国分寺・小金井・三鷹 nonowa武蔵小金井
176 東京 国立・国分寺・小金井・三鷹 nonowa武蔵境
177 東京 品川 アトレ品川
178 東京 品川 ウィング高輪
179 東京 品川 ecute品川
180 東京 品川 ecute品川　サウス
181 東京 品川 品川インターシティ
182 東京 品川 品川グランドコモンズ（品川イーストワンタワーなど）
183 東京 品川 品川プリンスホテル（アクアスタジアム・プリンスシネマ）
184 東京 品川 ルミネ ザ･キッチン品川
185 東京 信濃町 アトレヴィ信濃町
186 東京 渋谷 アップルストア渋谷
187 東京 渋谷 109MEN'S
188 東京 渋谷 宇田川町ビル(H&M渋谷）
189 東京 渋谷 GAP渋谷
190 東京 渋谷 Q-FRONT／SHIBUYA TSUTAYA
191 東京 渋谷 cocoti
192 東京 渋谷 しぶちかショッピングロード
193 東京 渋谷 ＳＨＩＢＵＹＡ１０９
194 東京 渋谷 渋谷パルコ
195 東京 渋谷 渋谷ヒカリエ
196 東京 渋谷 渋谷プライム（ユニクロ渋谷道玄坂店）
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197 東京 渋谷 渋谷マークシティ
198 東京 渋谷 渋谷マルイ
199 東京 渋谷 渋谷モディ
200 東京 渋谷 渋谷ロフト
201 東京 渋谷 西武渋谷店
202 東京 渋谷 タワーレコード渋谷店
203 東京 渋谷 東急ハンズ　渋谷店
204 東京 渋谷 東急百貨店　渋谷本店、Bunkamura
205 東京 渋谷 東急百貨店　東横店
206 東京 渋谷 ビームス渋谷店
207 東京 渋谷 ビックカメラ渋谷ハチ公口店
208 東京 渋谷 ビックカメラ渋谷東口店
209 東京 渋谷 FOREVER21渋谷店
210 東京 渋谷 ユニクロ　渋谷スペイン坂店
211 東京 渋谷 LABI渋谷
212 東京 渋谷 ルミネマン渋谷
213 東京 自由が丘 etomo自由が丘
214 東京 自由が丘 自由が丘デパート
215 東京 自由が丘 自由が丘東急ビル
216 東京 自由が丘 トレインチ自由が丘
217 東京 自由が丘 フレル・ウィズ自由が丘
218 東京 自由が丘 無印良品 自由が丘
219 東京 自由が丘 メルサ自由が丘店
220 東京 自由が丘 LABI自由が丘
221 東京 新宿 いさみやビル（無印良品）
222 東京 新宿 伊勢丹　新宿店
223 東京 新宿 大塚家具新宿ショールーム
224 東京 新宿 小田急エース
225 東京 新宿 小田急百貨店　新宿店
226 東京 新宿 紀伊国屋 新宿本店
227 東京 新宿 京王百貨店　新宿店
228 東京 新宿 京王モール
229 東京 新宿 京王モール　アネックス
230 東京 新宿 新宿アルタ
231 東京 新宿 新宿サザンテラス
232 東京 新宿 新宿サブナード
233 東京 新宿 新宿高野（高野・グッチ）
234 東京 新宿 新宿パレット(ユニクロ新宿西口店)
235 東京 新宿 新宿マルイ アネックス
236 東京 新宿 新宿マルイ 本館
237 東京 新宿 新宿マルイ メン
238 東京 新宿 新宿ミロード
239 東京 新宿 西武新宿ペペ
240 東京 新宿 ソフマップ新宿２号店、３号店
241 東京 新宿 髙島屋　新宿店
242 東京 新宿 東急ハンズ　新宿店
243 東京 新宿 東京オペラシティ
244 東京 新宿 NEWoMan
245 東京 新宿 バーニーズ　ニューヨーク新宿店
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246 東京 新宿 ビックカメラ新宿西口店
247 東京 新宿 ビックロ
248 東京 新宿 フォーエバー21新宿店
249 東京 新宿 Ｆｌａｇｓ
250 東京 新宿 ヨドバシカメラ新宿西口本店
251 東京 新宿 ヨドバシカメラマルチメディア新宿東口
252 東京 新宿 LABI新宿東口館
253 東京 新宿 ルミネエスト新宿
254 東京 新宿 ルミネ新宿
255 東京 新宿 レインボービレッジ（H&M新宿）
256 東京 新橋・汐留 ウィング新橋
257 東京 新橋・汐留 カレッタ汐留
258 東京 新橋・汐留 汐留シティセンター
259 東京 成城・祖師ヶ谷・経堂 経堂コルティ
260 東京 成城・祖師ヶ谷・経堂 成城コルティ
261 東京 聖蹟桜ヶ丘 ザ・スクエア
262 東京 聖蹟桜ヶ丘 せいせき（京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター）
263 東京 聖蹟桜ヶ丘 聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ
264 東京 高田馬場 BIG BOX高田馬場（Emio-style-）
265 東京 高幡不動 京王高幡ショッピングセンター
266 東京 立川 IKEA立川
267 東京 立川 伊勢丹　立川店
268 東京 立川 ecute立川
269 東京 立川 グランデュオ立川
270 東京 立川 髙島屋　立川店
271 東京 立川 ビックカメラ　立川店
272 東京 立川 ららぽーと立川立飛
273 東京 立川 ルミネ立川
274 東京 立川 若葉ケヤキモール
275 東京 田無 アスタ
276 東京 田無 ＬＩＶＩＮ田無
277 東京 多摩・南大沢 グリナード永山
278 東京 多摩・南大沢 クロスガーデン多摩
279 東京 多摩・南大沢 京王多摩センターSC
280 東京 多摩・南大沢 ココリア 多摩センター（多摩センター三越）
281 東京 多摩・南大沢 COSTCO多摩境倉庫店
282 東京 多摩・南大沢 ビア長池
283 東京 多摩・南大沢 フォレストモール南大沢
284 東京 多摩・南大沢 フレンテ南大沢
285 東京 多摩・南大沢 マグレブEAST
286 東京 多摩・南大沢 MrMax町田多摩境ショッピングセンター
287 東京 多摩・南大沢 三井アウトレットパーク多摩南大沢
288 東京 玉川上水・武蔵村山 イオンモールむさし村山
289 東京 調布 京王リトナード　つつじヶ丘店
290 東京 調布 島忠　ホームズ仙川店
291 東京 調布 調布パルコ
292 東京 田園調布 東急スクエア　ガーデンサイト
293 東京 東京駅・丸の内 ecute東京（サウスコート）
294 東京 東京駅・丸の内 Echika fit東京
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295 東京 東京駅・丸の内 大手町タワー（ＯＯＴＥＭＯＲＩ）
296 東京 東京駅・丸の内 KITTE
297 東京 東京駅・丸の内 グランアージュ
298 東京 東京駅・丸の内 GRANSTA/GRANSTA MARUNOUCHI（東京駅）
299 東京 東京駅・丸の内 グランルーフ・グランルーフ フロント
300 東京 東京駅・丸の内 新国際ビル（メゾン・ドゥ・ショコラ、パティスリーサダハルアオキ）
301 東京 東京駅・丸の内 新東京ビル（和久傳、ブラッスリーオザミ）
302 東京 東京駅・丸の内 新丸ビル
303 東京 東京駅・丸の内 大丸東京店
304 東京 東京駅・丸の内 東京駅一番街
305 東京 東京駅・丸の内 TOKYO STATION CITY KeiyoStreet
306 東京 東京駅・丸の内 TOKIA（VIRON）
307 東京 東京駅・丸の内 丸の内永楽ビルディング（iiyo!!)
308 東京 東京駅・丸の内 丸の内オアゾ
309 東京 東京駅・丸の内 丸の内仲通ビル
310 東京 東京駅・丸の内 丸の内パークビルディング（丸の内ブリックスクエア）
311 東京 東京駅・丸の内 丸ビル
312 東京 東京駅・丸の内 三菱ビル（コーチ丸の内・IENA・フランフラン）
313 東京 東京駅・丸の内 八重洲地下街
314 東京 東京駅・丸の内 八重洲ブックセンター
315 東京 豊洲・晴海 アーバンドック　ららぽーと豊洲
316 東京 豊洲・晴海 晴海トリトン
317 東京 中野・東中野 アトレヴィ東中野
318 東京 中野・東中野 島忠　中野店
319 東京 中野・東中野 島忠　ホームズ中野本店
320 東京 中野・東中野 中野ブロードウェイ
321 東京 中野・東中野 中野マルイ
322 東京 中野・東中野 ユニゾンモール東中野
323 東京 二子玉川 玉川髙島屋ショッピングセンター
324 東京 二子玉川 二子玉川rise
325 東京 西新井 アリオ西新井／イトーヨーカドー アリオ西新井店
326 東京 西新井 トスカ
327 東京 西新井 パサージオ
328 東京 日暮里・西日暮里・田端 アトレヴィ田端
329 東京 日暮里・西日暮里・田端 ecute日暮里
330 東京 日暮里・西日暮里・田端 サンポップマチヤ
331 東京 日本橋 コレド日本橋
332 東京 日本橋 コレド室町／コレド室町２／コレド室町３
333 東京 日本橋 髙島屋　日本橋店
334 東京 日本橋 日本橋三越本店
335 東京 日本橋 YUITO 日本橋室町野村ビル/YUITO ANNEX 浮世小路千疋屋ビル
336 東京 八王子・西八王子 イオンモール多摩平の森
337 東京 八王子・西八王子 京王八王子ショッピングセンター
338 東京 八王子・西八王子 CELEO八王子
339 東京 八王子・西八王子 西八王子ロンロン
340 東京 八王子・西八王子 八王子東急スクエア
341 東京 八王子・西八王子 ビックカメラ　JR八王子駅店
342 東京 八王子・西八王子 ヨドバシカメラ八王子店
343 東京 八王子みなみ野 アクロスモール八王子みなみ野
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344 東京 羽田空港 羽田空港　国際線旅客ターミナル
345 東京 羽田空港 羽田空港　国内線旅客ターミナル　「ビッグバード」
346 東京 原宿・表参道・南青山 Ao
347 東京 原宿・表参道・南青山 エチカ表参道
348 東京 原宿・表参道・南青山 表参道ヒルズ
349 東京 原宿・表参道・南青山 キデイランド　原宿店
350 東京 原宿・表参道・南青山 GAPフラッグシップ原宿
351 東京 原宿・表参道・南青山 Q plaza HARAJUKU
352 東京 原宿・表参道・南青山 THE ICE CUBES（H&M原宿）
353 東京 原宿・表参道・南青山 スパイラル
354 東京 原宿・表参道・南青山 東急プラザ 表参道原宿
355 東京 原宿・表参道・南青山 原宿アルタ
356 東京 原宿・表参道・南青山 原宿宝エステートビル（フォーエバー21原宿）
357 東京 原宿・表参道・南青山 ビームス原宿
358 東京 原宿・表参道・南青山 ユナイテッドアローズ原宿本店
359 東京 原宿・表参道・南青山 ラフォーレ原宿
360 東京 原宿・表参道・南青山 ラルフローレン
361 東京 光が丘 光が丘　ＩＭＡ／リヴィン 光が丘店／ダイエー練馬店
362 東京 保谷・ひばりが丘 Emio 保谷
363 東京 保谷・ひばりが丘 ひばりが丘パルコ
364 東京 府中 伊勢丹　府中店
365 東京 府中 くるる
366 東京 府中 京王府中ショッピングセンター
367 東京 府中 島忠　府中店
368 東京 府中 フォーリス
369 東京 府中 分倍河原MINANO
370 東京 堀之内 ぐりーんうぉーく多摩
371 東京 町田・南町田 １０９ＭＡＣＨＩＤＡ
372 東京 町田・南町田 小田急百貨店　町田店
373 東京 町田・南町田 グランベリーモール
374 東京 町田・南町田 町田ジョルナ
375 東京 町田・南町田 町田東急ツインズ
376 東京 町田・南町田 町田マルイ
377 東京 町田・南町田 町田モディ
378 東京 町田・南町田 ミーナ町田
379 東京 町田・南町田 ヨドバシカメラマルチメディア町田
380 東京 町田・南町田 ルミネ町田
381 東京 深川・木場・東陽町・南砂町 SUNAMO
382 東京 深川・木場・東陽町・南砂町 東京イースト２１
383 東京 深川・木場・東陽町・南砂町 トピレックプラザ／イオン南砂店
384 東京 深川・木場・東陽町・南砂町 深川ギャザリア／イトーヨーカドー木場店
385 東京 南千住 LaLaテラス南千住
386 東京 武蔵関 Emio 武蔵関
387 東京 目黒 アトレ目黒
388 東京 四ツ谷 アトレ四谷
389 東京 六本木 アークヒルズ
390 東京 六本木 東京ミッドタウン
391 東京 六本木 六本木ヒルズ
392 東京 東久留米 イオンモール東久留米
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393 東京 東久留米 Emio 東久留米
394 東京 東久留米 東久留米ショッピングセンター クルネ
395 東京 巣鴨・大塚 アトレヴィ大塚
396 東京 巣鴨・大塚 アトレヴィ巣鴨
397 東京 笹塚・明大前・永福町 京王リトナード永福町
398 東京 笹塚・明大前・永福町 フレンテ笹塚
399 東京 笹塚・明大前・永福町 フレンテ明大前
400 東京 練馬・中村橋 Emio石神井公園
401 東京 練馬・中村橋 Emio 中村橋
402 東京 練馬・中村橋 Emio 練馬
403 東京 練馬・中村橋 Emio 練馬高野台
404 東京 代々木上原 アコルデ代々木上原
405 東京 高島平 メトロ・エム高島平
406 東京 虎ノ門 虎ノ門ヒルズ
407 東京 成増 EQUiA成増
408 神奈川 青葉台・藤が丘 青葉台東急スクエア
409 神奈川 青葉台・藤が丘 アポラン藤が丘／藤が丘東急ストア
410 神奈川 青葉台・藤が丘 etomo市が尾
411 神奈川 海老名・綾瀬・本厚木 アミューあつぎ
412 神奈川 海老名・綾瀬・本厚木 綾瀬タウンヒルズ
413 神奈川 海老名・綾瀬・本厚木 ビナウォーク
414 神奈川 海老名・綾瀬・本厚木 本厚木ミロード
415 神奈川 海老名・綾瀬・本厚木 マルイファミリー海老名
416 神奈川 海老名・綾瀬・本厚木 ららぽーと海老名
417 神奈川 大船 Dila大船（大船駅構内）
418 神奈川 大船 ルミネウィング
419 神奈川 小田原 小田原ラスカ
420 神奈川 小田原 ダイナシティ（西武小田原店、イトーヨーカドー小田原店など）
421 神奈川 小田原 HaRuNe小田原
422 神奈川 小田原 フレスポ小田原シティーモール
423 神奈川 上大岡 ウィング上大岡
424 神奈川 上大岡 カミオ
425 神奈川 上大岡 京急百貨店
426 神奈川 上大岡 mioka／LABI上大岡
427 神奈川 鴨居・仲町台 IKEA港北
428 神奈川 鴨居・仲町台 ららぽーと横浜
429 神奈川 川崎・鶴見 アトレ川崎
430 神奈川 川崎・鶴見 ウィング川崎
431 神奈川 川崎・鶴見 川崎駅東口地下街　アゼリア
432 神奈川 川崎・鶴見 川崎DICE
433 神奈川 川崎・鶴見 川崎モアーズ
434 神奈川 川崎・鶴見 川崎ルフロン／丸井川崎店／ヨドバシカメラマルチメディア川崎ルフロン
435 神奈川 川崎・鶴見 クロスガーデン川崎／ヤマダ電機 テックランド クロスガーデン川崎幸店
436 神奈川 川崎・鶴見 COSTCO川崎倉庫店
437 神奈川 川崎・鶴見 シァル鶴見
438 神奈川 川崎・鶴見 島忠　ホームズ川崎大師店
439 神奈川 川崎・鶴見 島忠　ホームズ新川崎店
440 神奈川 川崎・鶴見 パウかわさき（ドン・キホーテなど）
441 神奈川 川崎・鶴見 マーケットスクエア川崎イースト
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442 神奈川 川崎・鶴見 ヨドバシアウトレット京急川崎
443 神奈川 川崎・鶴見 ラゾーナ川崎プラザ
444 神奈川 川崎・鶴見 ＬＡ　ＣＩＴＴＡＤＥＬＬＡ（ラチッタデッラ）
445 神奈川 関内・伊勢佐木町 伊勢佐木町商店街 イセザキモール
446 神奈川 関内・伊勢佐木町 カトレヤプラザ伊勢佐木
447 神奈川 関内・伊勢佐木町 セルテ
448 神奈川 港北ニュータウン 港北TOKYU S.C.
449 神奈川 港北ニュータウン 港北みなも
450 神奈川 港北ニュータウン Southwood
451 神奈川 港北ニュータウン ショッピングタウン　あいたい
452 神奈川 港北ニュータウン ノースポート・モール
453 神奈川 港北ニュータウン プレミア ヨコハマ
454 神奈川 港北ニュータウン モザイクモール港北／都筑阪急
455 神奈川 港北ニュータウン Yotsubako
456 神奈川 港北ニュータウン ルララこうほく／ヤマダ電機 テックランドＮｅｗ港北センター本店
457 神奈川 相模大野・相模原・橋本 味の食彩館はしもと
458 神奈川 相模大野・相模原・橋本 アリオ橋本
459 神奈川 相模大野・相模原・橋本 伊勢丹　相模原店
460 神奈川 相模大野・相模原・橋本 京王クラウン街橋本
461 神奈川 相模大野・相模原・橋本 相模大野ステーションスクエア
462 神奈川 相模大野・相模原・橋本 島忠　ホームズ相模原店
463 神奈川 相模大野・相模原・橋本 CELEO相模原
464 神奈川 相模大野・相模原・橋本 ニトリモール相模原
465 神奈川 相模大野・相模原・橋本 bono相模大野
466 神奈川 相模大野・相模原・橋本 マーケットスクエア相模原
467 神奈川 相模大野・相模原・橋本 ミウィ橋本
468 神奈川 綱島 トレッサ横浜
469 神奈川 新百合ヶ丘・栗平 アコルデ新百合ケ丘
470 神奈川 新百合ヶ丘・栗平 新百合ヶ丘エルミロード
471 神奈川 新百合ヶ丘・栗平 新百合丘ＯＰＡ
472 神奈川 新百合ヶ丘・栗平 新百合ヶ丘ビブレ
473 神奈川 新百合ヶ丘・栗平 マルシェ新百合ケ丘
474 神奈川 新横浜 キュービックプラザ新横浜／ビックカメラ新横浜店
475 神奈川 新横浜 新横浜プリンスペペ
476 神奈川 杉田 ビーンズ新杉田
477 神奈川 杉田 らびすた
478 神奈川 たまプラーザ・宮前平 あざみ野ガーデンズ
479 神奈川 たまプラーザ・宮前平 etomo江田
480 神奈川 たまプラーザ・宮前平 島忠　荏田店
481 神奈川 たまプラーザ・宮前平 たまプラーザTERRACE／東急百貨店 たまプラーザ店
482 神奈川 たまプラーザ・宮前平 フレルさぎ沼
483 神奈川 たまプラーザ・宮前平 宮前平ショッピングパーク
484 神奈川 茅ヶ崎・平塚 ＯＳＣ　湘南シティ
485 神奈川 茅ヶ崎・平塚 茅ヶ崎ラスカ
486 神奈川 茅ヶ崎・平塚 平塚ラスカ
487 神奈川 中華街・元町 島忠　ホームズ新山下店
488 神奈川 中華街・元町 横浜元町ショッピングストリート
489 神奈川 戸塚・東戸塚 サクラス戸塚
490 神奈川 戸塚・東戸塚 島忠　東戸塚店
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491 神奈川 戸塚・東戸塚 西武東戸塚店、オーロラモール＆アネックス
492 神奈川 戸塚・東戸塚 トツカーナモール／戸塚東急プラザ
493 神奈川 戸塚・東戸塚 戸塚モディ
494 神奈川 中山・十日市場・長津田 アピタ長津田
495 神奈川 中山・十日市場・長津田 ビーンズ中山
496 神奈川 根岸・磯子・港南台 港南台バーズ
497 神奈川 根岸・磯子・港南台 髙島屋　港南台店
498 神奈川 八景島・並木・鳥浜 COSTCO金沢シーサイド倉庫店
499 神奈川 八景島・並木・鳥浜 ビアレ横浜
500 神奈川 八景島・並木・鳥浜 三井アウトレットパーク　横浜ベイサイド
501 神奈川 八景島・並木・鳥浜 横浜・八景島シーパラダイス・ベイマーケット
502 神奈川 日吉 日吉東急avenue
503 神奈川 藤沢・辻堂 小田急百貨店　藤沢店
504 神奈川 藤沢・辻堂 さいか屋　藤沢店
505 神奈川 藤沢・辻堂 湘南T-SITE
506 神奈川 藤沢・辻堂 湘南モールフィル
507 神奈川 藤沢・辻堂 テラスモール湘南
508 神奈川 藤沢・辻堂 ビックカメラ藤沢店
509 神奈川 藤沢・辻堂 藤沢ＯＰＡ
510 神奈川 藤沢・辻堂 フジサワ名店ビル
511 神奈川 藤沢・辻堂 MrMax湘南藤沢ショッピングセンター
512 神奈川 藤沢・辻堂 Luz湘南辻堂
513 神奈川 藤沢・辻堂 リエール藤沢
514 神奈川 藤沢・辻堂 ルミネ藤沢
515 神奈川 溝の口 味の食彩館みぞのくち
516 神奈川 溝の口 ノクティプラザ
517 神奈川 溝の口 マルイファミリー溝口
518 神奈川 みなとみらい クイーンズスクエア横浜 [アット！]／クイーンズイースト
519 神奈川 みなとみらい CIAL桜木町
520 神奈川 みなとみらい TOCみなとみらい(コレット・マーレ）
521 神奈川 みなとみらい MARK IS みなとみらい
522 神奈川 みなとみらい マリン・アンド・ウォーク
523 神奈川 みなとみらい 横浜赤レンガ倉庫
524 神奈川 みなとみらい 横浜ワールドポーターズ
525 神奈川 みなとみらい ランドマークプラザ
526 神奈川 みなとみらい リーフみなとみらい
527 神奈川 武蔵中原・武蔵新城 ビーンズ武蔵新城
528 神奈川 武蔵中原・武蔵新城 ビーンズ武蔵中原
529 神奈川 大和・鶴間・座間・中央林間 イオンモール大和
530 神奈川 大和・鶴間・座間・中央林間 etomo中央林間
531 神奈川 大和・鶴間・座間・中央林間 小田急マルシェ相武台
532 神奈川 大和・鶴間・座間・中央林間 COSTCO座間倉庫店
533 神奈川 大和・鶴間・座間・中央林間 大和駅ビル プロス
534 神奈川 大和・鶴間・座間・中央林間 ユザワヤ　大和店
535 神奈川 横須賀 ウィング久里浜
536 神奈川 横須賀 さいか屋　横須賀店
537 神奈川 横須賀 島忠　ホームズ横須賀店
538 神奈川 横須賀 ショッパーズプラザ横須賀
539 神奈川 横須賀 横須賀モアーズシティ
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540 神奈川 横浜 相鉄ジョイナス
541 神奈川 横浜 そごう　横浜店
542 神奈川 横浜 髙島屋　横浜店
543 神奈川 横浜 ビックカメラ横浜西口店
544 神奈川 横浜 横浜駅東口地下街　ポルタ
545 神奈川 横浜 横浜スカイビル／マルイシティ横浜
546 神奈川 横浜 横浜ビブレ
547 神奈川 横浜 横浜ベイクォーター・ベイクォーターANNEX
548 神奈川 横浜 横浜モアーズ
549 神奈川 横浜 ヨドバシカメラマルチメディア横浜
550 神奈川 横浜 ルミネ横浜
551 神奈川 若葉台 京王リトナード若葉台
552 神奈川 武蔵小杉 グランツリー武蔵小杉
553 神奈川 武蔵小杉 武蔵小杉東急スクエア
554 神奈川 武蔵小杉 ららテラス武蔵小杉
555 千葉 我孫子 あびこショッピングプラザ
556 千葉 市川・本八幡 シャポー市川
557 千葉 市川・本八幡 シャポー本八幡
558 千葉 市川・本八幡 ショップス市川
559 千葉 市川・本八幡 ニッケコルトンプラザ
560 千葉 市川・本八幡 ＰＡＴＩＯ
561 千葉 稲毛 ペリエ稲毛
562 千葉 稲毛海岸 ペリエ稲毛海岸
563 千葉 稲毛海岸 マリンピア
564 千葉 おゆみ野・ちはら台 イオンタウンおゆみ野
565 千葉 おゆみ野・ちはら台 MrMaxおゆみ野ショッピングセンター
566 千葉 おゆみ野・ちはら台 ユニモちはら台
567 千葉 海浜幕張 イオンモール幕張新都心
568 千葉 海浜幕張 COSTCO幕張倉庫店
569 千葉 海浜幕張 プレナ幕張
570 千葉 海浜幕張 ペリエ海浜幕張
571 千葉 海浜幕張 三井アウトレットパーク幕張
572 千葉 柏 イオンモール柏
573 千葉 柏 柏髙島屋ステーションモール
574 千葉 柏 柏マルイ
575 千葉 柏 スカイプラザ柏／ビックカメラ柏店
576 千葉 柏 SEVEN PARK ARIO KASHIWA
577 千葉 柏 そごう　柏店
578 千葉 柏 髙島屋　柏店
579 千葉 柏 モラージュ柏
580 千葉 柏の葉キャンパス ららぽーと柏の葉
581 千葉 鎌取 ゆみーる鎌取ショッピングセンター
582 千葉 検見川浜 ペリエ検見川浜
583 千葉 県庁・千葉中央駅 C-one
584 千葉 県庁・千葉中央駅 千葉パルコ
585 千葉 県庁・千葉中央駅 千葉三越
586 千葉 県庁・千葉中央駅 Ｍｉｏ
587 千葉 公津の杜 ユアエルム成田店／イトーヨーカドー成田店
588 千葉 新浦安 アトレ新浦安
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589 千葉 新浦安 ショッパーズプラザ新浦安
590 千葉 新浦安 MONA新浦安
591 千葉 新習志野 Mr.Max新習志野ショッピングセンター
592 千葉 蘇我 島忠　ホームズ蘇我店
593 千葉 蘇我 ハーバーシティ蘇我
594 千葉 千葉 オーロラモール　ジュンヌ
595 千葉 千葉 そごう　千葉店
596 千葉 千葉 ペリエ千葉
597 千葉 千葉ニュータウン中央 イオンモール千葉ニュータウン
598 千葉 千葉ニュータウン中央 COSTCO千葉ニュータウン倉庫店
599 千葉 千葉ニュータウン中央 ジョイフル本田　千葉ニュータウン店
600 千葉 銚子 イオンモール銚子
601 千葉 津田沼 イオンモール津田沼
602 千葉 津田沼 ザ　ブロック（ユザワヤ、丸善など）
603 千葉 津田沼 津田沼パルコ
604 千葉 津田沼 Dila津田沼（津田沼駅構内）
605 千葉 津田沼 ペリエ津田沼
606 千葉 津田沼 モリシア津田沼
607 千葉 流山おおたかの森 流山おおたかの森S・C
608 千葉 成田 イオンモール成田
609 千葉 成田 酒々井プレミアム・アウトレット
610 千葉 成田 ジョイフル本田　富里店
611 千葉 成田 成田国際空港第1・第2・第3ターミナル
612 千葉 成田 ボンベルタ本館・アネックス館
613 千葉 西千葉 ペリエ西千葉
614 千葉 西船橋 Dila西船橋（西船橋駅構内）
615 千葉 富津 イオンモール富津
616 千葉 船橋・南船橋 イオンモール船橋
617 千葉 船橋・南船橋 IKEA船橋
618 千葉 船橋・南船橋 シャポー船橋
619 千葉 船橋・南船橋 西武船橋店
620 千葉 船橋・南船橋 東武百貨店　船橋店
621 千葉 船橋・南船橋 ビビット南船橋
622 千葉 船橋・南船橋 船橋FACEビル
623 千葉 船橋・南船橋 船橋ロフト
624 千葉 船橋・南船橋 ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ
625 千葉 舞浜 イクスピアリ
626 千葉 松戸 アトレ松戸
627 千葉 松戸 伊勢丹　松戸店
628 千葉 松戸 プラーレ松戸
629 千葉 茂原 茂原ショッピングプラザアスモ
630 千葉 八千代 イオンモール八千代緑が丘
631 千葉 八千代 ジョイフル本田　八千代店
632 千葉 八千代 フルルガーデン　八千代
633 千葉 八千代 ユアエルム八千代台店
634 千葉 木更津 アピタ木更津店専門店街
635 千葉 木更津 イオンモール木更津
636 千葉 木更津 三井アウトレットパーク木更津
637 埼玉 上尾・桶川 アリオ上尾



Copyright © Nikkei Research Inc. All Rights Reserved.

首都圏センサス　測定商業施設一覧

都道府県 エリア名（区分）
商業施設

（2016年9月時点）
638 埼玉 上尾・桶川 ショーサンプラザ／イトーヨーカドー上尾店
639 埼玉 上尾・桶川 パトリア桶川店（おけがわマイン）
640 埼玉 上尾・桶川 P・A・P・A上尾ショッピングアヴェニュー
641 埼玉 上尾・桶川 ベニバナウォーク桶川
642 埼玉 上尾・桶川 丸広百貨店　上尾店
643 埼玉 入間 COSTCO入間倉庫店
644 埼玉 入間 西武入間ペペ
645 埼玉 入間 丸広百貨店　入間店
646 埼玉 入間 三井アウトレットパーク入間
647 埼玉 浦和 アトレ浦和
648 埼玉 浦和 イオンモール浦和美園
649 埼玉 浦和 浦和コルソ・伊勢丹　浦和店
650 埼玉 浦和 浦和パルコ
651 埼玉 浦和 ビーンズ武蔵浦和
652 埼玉 浦和 丸広百貨店　南浦和店
653 埼玉 大宮 ecute大宮
654 埼玉 大宮 大宮アルシェ
655 埼玉 大宮 そごう　大宮店／ビックカメラ大宮西口そごう店
656 埼玉 大宮 髙島屋　大宮店
657 埼玉 大宮 Dila大宮（大宮駅構内）
658 埼玉 大宮 ＤＯＭショッピングセンター（丸井、東急ハンズ、OPA、ダイエーなど）
659 埼玉 大宮 RAKUUN
660 埼玉 大宮 ルミネ大宮
661 埼玉 春日部 イオンモール春日部
662 埼玉 春日部 ララガーデン春日部
663 埼玉 加須・羽生・菖蒲 アリオ鷲宮
664 埼玉 加須・羽生・菖蒲 イオンモール羽生
665 埼玉 加須・羽生・菖蒲 モラージュ菖蒲
666 埼玉 川口 アリオ川口
667 埼玉 川口 イオンモール川口
668 埼玉 川口 イオンモール川口前川
669 埼玉 川口 かわぐちキャスティ
670 埼玉 川口 そごう　川口店
671 埼玉 川口 ビーンズ西川口
672 埼玉 川口 ミエルかわぐち
673 埼玉 川口 ララガーデン川口
674 埼玉 川越 アトレマルヒロ
675 埼玉 川越 ウニクス川越
676 埼玉 川越 川越モディ
677 埼玉 川越 島忠　ホームズ川越店
678 埼玉 川越 西武本川越ペペ
679 埼玉 川越 丸広百貨店　川越店
680 埼玉 川越 ルミネ川越
681 埼玉 熊谷・行田・深谷 アズ
682 埼玉 熊谷・行田・深谷 アリオ深谷
683 埼玉 熊谷・行田・深谷 ティアラ21
684 埼玉 熊谷・行田・深谷 ニットーモール
685 埼玉 熊谷・行田・深谷 八木橋百貨店
686 埼玉 さいたま新都心 コクーンシティ
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687 埼玉 さいたま新都心 スーパービバホームさいたま新都心店
688 埼玉 狭山 Emio 狭山市
689 埼玉 志木 st.トスカ
690 埼玉 志木 マルイファミリー志木
691 埼玉 草加 アコス専門店街／イトーヨーカドー　草加店
692 埼玉 草加 草加ヴァリエ
693 埼玉 草加 草加マルイ
694 埼玉 鶴ヶ島 ワカバウォーク
695 埼玉 所沢・小手指 Emio所沢
696 埼玉 所沢・小手指 小手指ハイツ　西武ショッピングプラザ
697 埼玉 所沢・小手指 新所沢パルコ
698 埼玉 所沢・小手指 西武所沢、ワルツ所沢
699 埼玉 戸田 イオンモール北戸田
700 埼玉 土呂・宮原 ステラモール
701 埼玉 飯能 西武飯能ペペ
702 埼玉 東松山 ピオニウォーク東松山
703 埼玉 富士見・ふじみ野 SHOPPING CENTER SOYOCA FUJIMINO
704 埼玉 富士見・ふじみ野 ららぽーと富士見
705 埼玉 三郷・新三郷 IKEA新三郷
706 埼玉 三郷・新三郷 COSTCO新三郷倉庫店
707 埼玉 三郷・新三郷 ピアラシティみさと
708 埼玉 三郷・新三郷 ららぽーと新三郷
709 埼玉 越谷・南越谷 イオンレイクタウン(kaze、mori、レイクタウンアウトレット)
710 埼玉 越谷・南越谷 新越谷ヴァリエ
711 埼玉 越谷・南越谷 MrMax越谷ショッピングセンター
712 埼玉 与野・北与野 イオンモール与野
713 郊外 １都３県外 あみプレミアム・アウトレット
714 郊外 １都３県外 イーアスつくば
715 郊外 １都３県外 イオンタウン守谷
716 郊外 １都３県外 イオンモールつくば
717 郊外 １都３県外 軽井沢プリンスショッピングプラザ
718 郊外 １都３県外 COSTCOひたちなか倉庫店
719 郊外 １都３県外 御殿場プレミアムアウトレット
720 郊外 １都３県外 佐野プレミアムアウトレット
721 郊外 １都３県外 つくばクレオスクエア
722 郊外 １都３県外 那須ガーデンアウトレット
723 郊外 １都３県外 八ヶ岳リゾートアウトレット
724 郊外 １都３県外 LALAガーデンつくば
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1 東京 青砥
2 東京 赤坂・紀尾井町
3 東京 赤羽
4 東京 秋川
5 東京 昭島・拝島
6 東京 秋葉原
7 東京 浅草・押上
8 東京 飯田橋
9 東京 池袋

10 東京 上野・御徒町
11 東京 恵比寿・代官山
12 東京 大泉
13 東京 大井町
14 東京 大崎・五反田
15 東京 大森
16 東京 荻窪・西荻窪
17 東京 お台場
18 東京 蒲田
19 東京 亀有
20 東京 北千住・綾瀬
21 東京 吉祥寺
22 東京 銀座・有楽町・日比谷
23 東京 錦糸町・亀戸
24 東京 小岩・新小岩
25 東京 高円寺・阿佐ヶ谷
26 東京 後楽園
27 東京 国立・国分寺・小金井・三鷹
28 東京 品川
29 東京 信濃町
30 東京 渋谷
31 東京 自由が丘
32 東京 新宿
33 東京 新橋・汐留
34 東京 成城・祖師ヶ谷・経堂
35 東京 聖蹟桜ヶ丘
36 東京 高田馬場
37 東京 高幡不動
38 東京 立川
39 東京 田無
40 東京 多摩・南大沢
41 東京 玉川上水・武蔵村山
42 東京 調布
43 東京 田園調布
44 東京 東京駅・丸の内
45 東京 豊洲・晴海
46 東京 中野・東中野
47 東京 二子玉川
48 東京 西新井
49 東京 日暮里・西日暮里・田端
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50 東京 日本橋
51 東京 八王子・西八王子
52 東京 八王子みなみ野
53 東京 羽田空港
54 東京 原宿・表参道・南青山
55 東京 光が丘
56 東京 保谷・ひばりが丘
57 東京 府中
58 東京 堀之内
59 東京 町田・南町田
60 東京 深川・木場・東陽町・南砂町
61 東京 南千住
62 東京 武蔵関
63 東京 目黒
64 東京 四ツ谷
65 東京 六本木
66 東京 東久留米
67 東京 巣鴨・大塚
68 東京 笹塚・明大前・永福町
69 東京 練馬・中村橋
70 東京 代々木上原
71 東京 高島平
72 東京 虎ノ門
73 東京 成増
74 神奈川 青葉台・藤が丘
75 神奈川 海老名・綾瀬・本厚木
76 神奈川 大船
77 神奈川 小田原
78 神奈川 上大岡
79 神奈川 鴨居・仲町台
80 神奈川 川崎・鶴見
81 神奈川 関内・伊勢佐木町
82 神奈川 港北ニュータウン
83 神奈川 相模大野・相模原・橋本
84 神奈川 綱島
85 神奈川 新百合ヶ丘・栗平
86 神奈川 新横浜
87 神奈川 杉田
88 神奈川 たまプラーザ・宮前平
89 神奈川 茅ヶ崎・平塚
90 神奈川 中華街・元町
91 神奈川 戸塚・東戸塚
92 神奈川 中山・十日市場・長津田
93 神奈川 根岸・磯子・港南台
94 神奈川 八景島・並木・鳥浜
95 神奈川 日吉
96 神奈川 藤沢・辻堂
97 神奈川 溝の口
98 神奈川 みなとみらい



Copyright © Nikkei Research Inc. All Rights Reserved.

首都圏センサス　測定商業エリア一覧

都道府県
商業エリア

（2016年11月時点）
99 神奈川 武蔵中原・武蔵新城

100 神奈川 大和・鶴間・座間・中央林間
101 神奈川 横須賀
102 神奈川 横浜
103 神奈川 若葉台
104 神奈川 武蔵小杉
105 千葉 我孫子
106 千葉 市川・本八幡
107 千葉 稲毛
108 千葉 稲毛海岸
109 千葉 おゆみ野・ちはら台
110 千葉 海浜幕張
111 千葉 柏
112 千葉 柏の葉キャンパス
113 千葉 鎌取
114 千葉 検見川浜
115 千葉 県庁・千葉中央駅
116 千葉 公津の杜
117 千葉 新浦安
118 千葉 新習志野
119 千葉 蘇我
120 千葉 千葉
121 千葉 千葉ニュータウン中央
122 千葉 銚子
123 千葉 津田沼
124 千葉 流山おおたかの森
125 千葉 成田
126 千葉 西千葉
127 千葉 西船橋
128 千葉 富津
129 千葉 船橋・南船橋
130 千葉 舞浜
131 千葉 松戸
132 千葉 茂原
133 千葉 八千代
134 千葉 木更津
135 埼玉 上尾・桶川
136 埼玉 入間
137 埼玉 浦和
138 埼玉 大宮
139 埼玉 春日部
140 埼玉 加須・羽生・菖蒲
141 埼玉 川口
142 埼玉 川越
143 埼玉 熊谷・行田・深谷
144 埼玉 さいたま新都心
145 埼玉 狭山
146 埼玉 志木
147 埼玉 草加
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148 埼玉 鶴ヶ島
149 埼玉 所沢・小手指
150 埼玉 戸田
151 埼玉 土呂・宮原
152 埼玉 飯能
153 埼玉 東松山
154 埼玉 富士見・ふじみ野
155 埼玉 三郷・新三郷
156 埼玉 越谷・南越谷
157 埼玉 与野・北与野
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