
設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

神奈川県 厚木市 カクヤス本厚木店 神奈川県厚木市恩名1-20-22　高橋ビル 10:00〜21:00

神奈川県 伊勢原市 ＫＹリカー伊勢原高森店 神奈川県伊勢原市高森1845
うらたビル2F200・201・202号室

10:00〜21:00

神奈川県 小田原市 ＫＹリカー小田原店 神奈川県小田原市寿町2-10-10　第2丸久ビル1F 10:00〜20:00

神奈川県 鎌倉市 ＫＹリカー鎌倉手広店 神奈川県鎌倉市笛田1-2-60　TNM鎌倉ビル1F 10:00〜21:00

神奈川県 川崎市 カクヤス川崎本町店 神奈川県川崎市川崎区本町1-4-23
本町コーポ101号室

10:00〜22:00

神奈川県 川崎市 カクヤス武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区新丸⼦東2-906-14
エストレリータⅡ　１Ｆ  101号室

10:00〜22:00

神奈川県 川崎市 カクヤス中原店 神奈川県川崎市中原区下小田中6-5-24 10:00〜22:00

神奈川県 川崎市 カクヤス川崎塚越店 神奈川県川崎市幸区塚越2-213 10:00〜22:00

神奈川県 川崎市 カクヤス新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市⿇⽣区万福寺1-10-13
コートコア101号室

10:00〜20:00

神奈川県 相模原市 カクヤス相模原店 神奈川県相模原市中央区千代田3-19-5 10:00〜21:00

神奈川県 平塚市 ＫＹリカー平塚店 神奈川県平塚市東⼋幡3-10-5 10:00〜21:00

神奈川県 藤沢市 ＫＹリカー湘南台店 神奈川県藤沢市高倉947-4 10:00〜20:00

神奈川県 藤沢市 ＫＹリカー湘南台駅前店 神奈川県藤沢市湘南台2-7-13
湘南台ウエストプラザ３番地

10:00〜22:00

神奈川県 藤沢市 ＫＹリカー湘南片瀬店 神奈川県藤沢市片瀬5-1-12 10:00〜21:00

神奈川県 藤沢市 ＫＹリカー湘南ライフタウン店 神奈川県藤沢市⽯川3-21-3 10:00〜21:00

神奈川県 藤沢市 カクヤス辻堂店 神奈川県藤沢市⽻⿃1-3-50 10:00〜21:00

神奈川県 横浜市 カクヤス東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区反町2-16-2
マックサワトビル 101号

10:00〜21:00

神奈川県 横浜市 カクヤス保土ヶ谷店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区⻄久保町102
保土ヶ谷パインエステート 101号室

10:00〜22:00

神奈川県 横浜市 カクヤス翁町店 神奈川県横浜市中区翁町2-8-5 東⾥第⼀ビル1F 10:00〜21:00

神奈川県 横浜市 カクヤス鶴⾒店 神奈川県横浜市鶴⾒区豊岡町18-21 10:00〜22:00

神奈川県 横浜市 カクヤス桜木町店 神奈川県横浜市中区花咲町2-81
第五北川ビル　101号室

10:00〜22:00

神奈川県 横浜市 カクヤス横浜⻄⼝店 神奈川県横浜市⻄区浅間町1-13-5　元宮ビル1階 10:00〜22:00

神奈川県 横浜市 カクヤス吉野町店 神奈川県横浜市南区吉野町2-4　アダコビル１F 10:00〜22:00

神奈川県 横浜市 カクヤス関内店 神奈川県横浜市住吉町3-28
住吉町新井ビルディング

10:00〜22:00

神奈川県 横浜市 カクヤスあざみ野店 神奈川県横浜市⻘葉区あざみ野4-14-1
第2江ゑびすビル

10:00〜21:00

神奈川県 横浜市 カクヤス磯⼦店 神奈川県横浜市磯⼦区中原2-2-16 10:00〜21:00

神奈川県 横浜市 カクヤス港北店 神奈川県横浜市都筑区⽜久保1-1-58 10:00〜21:00

神奈川県 横浜市 カクヤス南本宿店 神奈川県横浜市旭区南本宿35
ファミリーハイツ南本宿1F03号室

10:00〜22:00

神奈川県 横浜市 カクヤス本牧店 神奈川県横浜市中区本牧和田26-1 10:00〜20:00



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

神奈川県 横浜市 ＫＹリカー弥⽣台店 神奈川県横浜市泉区弥⽣台36-32
グリーンヒル弥生台1F

10:00〜21:00

神奈川県 横浜市 カクヤス上大岡店 神奈川県横浜市港南区最⼾1-21-10 10:00〜21:00

埼玉県 川⼝市 カクヤス川⼝東領家店 埼玉県川⼝市東領家1-1-1 10:00〜21:00

埼玉県 さいたま市 CORK浦和蔦屋書店 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12
アトレ浦和 蔦屋書店内

10:00〜21:00

千葉県 市川市 KAKUYASU　SELECT　SOCOLA南⾏徳店 千葉県市川市南⾏徳2-20-25
SOCOLA南⾏徳CS　地下1階

10:00〜21:00

東京都 昭島市 昭島市役所 昭島市田中町1-17-1 8:30〜17:15
※土曜・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 昭島市 環境コミュニケーションセンター 昭島市美堀町3-8-1 8:30〜22:00
※年末年始除く

東京都 昭島市 保健福祉センター「あいぽっく」 昭島市昭和町4-7-1 8:30〜21:30
※第２・第４⽇曜⽇、祝⽇、年末年始除く

東京都 昭島市 東部出張所 昭島市玉川町3-10-15 8:30〜17:15
※土曜・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 昭島市 緑会館 昭島市緑町4-13-26 9:00〜17:00(⽉曜⽇(休館⽇を除く)、祝⽇、⽉曜⽇が祝⽇のときの翌⽕曜⽇)
9:00〜22:00(⽕〜⽇)
※第４⽉曜⽇、年末年始除く

東京都 昭島市 武蔵野会館 昭島市中神町1172-1 9:00〜17:00(⽉曜⽇(休館⽇を除く)、祝⽇、⽉曜⽇が祝⽇のときの翌⽕曜⽇)
9:00〜22:00(⽕〜⽇)
※第４⽉曜⽇、年末年始除く

東京都 あきる野市 あきる野市役所 本庁舎1階 あきる野市二宮350 8:30〜17:15
※⽇曜、祝⽇、年末年始除く

東京都 あきる野市 あきる野市役所五⽇市出張所1階 あきる野市五⽇市411 8:30〜17:15
※⽇曜、祝⽇、年末年始除く

東京都 あきる野市 あきる野商工会 本所 あきる野ルピア3階 あきる野市秋川1-8 8:30〜17:00
※土⽇、祝⽇、年末年始除く

東京都 あきる野市 あきる野商工会 五⽇市支所
市役所 五⽇市出張所2階

あきる野市五⽇市411 8:30〜17:00
※土⽇、祝⽇、年末年始除く

東京都 ⾜⽴区 ⾜⽴区役所 ⾜⽴区中央本町1-17-1 8:30〜17:15(⽉〜⾦)

東京都 ⾜⽴区 カクヤス北千住店 東京都⾜⽴区千住1-13-6 ⿊川ビル　1Ｆ 10:00〜21:00

東京都 ⾜⽴区 カクヤス加平店 東京都⾜⽴区加平3-8-12 島田倉庫 10:00〜22:00

東京都 ⾜⽴区 カクヤス竹ノ塚店 東京都⾜⽴区竹ノ塚1-37-6
ノーブルコート 103号室

10:00〜22:00

東京都 ⾜⽴区 カクヤス⻄新井本町店 東京都⾜⽴区⻄新井本町2-22-3 10:00〜21:00

東京都 ⾜⽴区 カクヤス綾瀬店 東京都⾜⽴区綾瀬2-40-9　小泉コーポ第5　1階 10:00〜22:00

東京都 荒川区 荒川区役所本庁舎1F総合案内 荒川区荒川2-2-3 8:30〜17:15(平⽇のみ)

東京都 荒川区 南千住区⺠事務所 南千住7-1-1 アクレスティ南千住2F 8:30〜17:15
(水曜は19:00まで、第2・第4⽇曜は9:00から12:00)
※土、第1・第3⽇曜、祝、年末年始休

東京都 荒川区 町屋区⺠事務所 町屋2-8-9 8:30〜17:15(平⽇のみ)

東京都 荒川区 尾久区⺠事務所 ⻄尾久3-7-15 8:30〜17:15(平⽇のみ)

東京都 荒川区 ⽇暮⾥区⺠事務所 東⽇暮⾥6-17-6 8:30〜17:15(平⽇のみ)

東京都 荒川区 ゆいの森あらかわ 荒川2-50-1 9:30〜20:30(全⽇)
※第3木曜⽇、年末年始及び蔵書点検期間休

東京都 荒川区 南千住図書館 南千住6-63-1 9:30〜19:30(⽕〜土)
※⽇、祝、臨時開館⽇　9:30〜17:00

東京都 荒川区 町屋図書館 町屋5-11-18 9:30〜19:30(⽕〜⾦)
※土、⽇、祝、臨時開館⽇　9:30〜17:00

東京都 荒川区 ⽇暮⾥図書館 東⽇暮⾥6-38-4 9:30〜19:30(⽕〜⾦)
※土、⽇、祝、臨時開館⽇　9:30〜17:00



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 荒川区 汐入図書サービスステーション 南千住8丁目12番5-114号
べるぽーと汐入東館1階

9:30〜19:30(⽕〜⾦)
※土、⽇、祝、臨時開館⽇　9:30〜17:00

東京都 荒川区 冠新道図書サービスステーション ⻄⽇暮⾥6-25-14 9:30〜19:30(⽕〜⾦)
※土、⽇、祝、臨時開館⽇　9:30〜17:00

東京都 荒川区 尾久図書館 荒川区東尾久8-45-4 開館時間︓⽕曜から⾦曜　午前9時から午後7時30分まで
　　　　　　　 土曜・⽇曜・祝⽇　午前9時から午後5時まで
休業⽇︓⽉曜（祝⽇にあたる場合は翌⽇以降の平⽇）、
　　　　　　館内整理⽇（第2木曜）、特別整理期間、年末年始東京都 荒川区 カクヤス⽇暮⾥店 東京都荒川区⻄⽇暮⾥2-40-3 横⼭ビル　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 荒川区 カクヤス町屋店 東京都荒川区町屋2-2-17
ニュートーキョー町屋第2ビル 1F

10:00〜22:00

東京都 板橋区 板橋区役所 東京都板橋区板橋2-66-1 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 板橋区産業振興課 東京都板橋区板橋2-65-6 情報処理センター５階 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 仲町区⺠事務所 東京都板橋区仲町20-5 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 常盤台区⺠事務所 東京都板橋区常盤台3-27-1 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 志村坂上区⺠事務所 東京都板橋区小豆沢2-19-15 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 蓮根区⺠事務所 板橋区坂下2-18-1 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 下⾚塚区⺠事務所 板橋区⾚塚6-38-1（⾚塚庁舎) 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 高島平区⺠事務所 板橋区高島平3-12-28 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 板橋地域センター 板橋区板橋3-14-15 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 熊野地域センター 板橋区熊野町40-9 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 仲宿地域センター 板橋区氷川町12-10 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 仲町地域センター 板橋区仲町20-5 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 富⼠⾒地域センター 板橋区富⼠⾒町3-1 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 大谷⼝地域センター 板橋区大谷⼝2-12-5 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 常盤台地域センター 板橋区常盤台4-14-1 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 清水地域センター 板橋区泉町16-16 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 志村坂上地域センター 板橋区小豆沢2-19-15 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 中台地域センター 板橋区中台1-44-8 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 蓮根地域センター 板橋区坂下2-18-1 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 舟渡地域センター 板橋区舟渡3-19-8 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 前野地域センター 板橋区前野町4-6-1 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 桜川地域センター 板橋区東新町2-45-6 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 下⾚塚地域センター 板橋区⾚塚6-38-1 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 成増地域センター 板橋区成増3-11-3-405 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 徳丸地域センター 板橋区徳丸3-35-15 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)

東京都 板橋区 高島平地域センター 板橋区高島平3-12-28 9:00〜17:00(⽉〜⾦　※祝除く)



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 板橋区 カクヤス板橋店 東京都板橋区板橋3-6-17 SKT板橋　1F 10:00〜22:00

東京都 板橋区 カクヤス中板橋店 東京都板橋区中板橋15-5
モナークマンション中板橋　１Ｆ

10:00〜22:00

東京都 板橋区 カクヤス高島平店 東京都板橋区高島平8-6-4 浅川グレースハイツ 10:00〜22:00

東京都 稲城市 いなぎ発信基地ペアテラス 稲城市東⻑沼516-2 10:00〜19:00(年中無休)
※12⽉29⽇〜1⽉3⽇除く

東京都 稲城市 稲城市役所1F 総合案内 稲城市東⻑沼2111 8:30〜17:00
※土曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く平⽇

東京都 稲城市 地域振興プラザ2F 商工会窓⼝ 稲城市東⻑沼2112-1 稲城市地域振興プラザ2F 8:30〜17:00
※土曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く平⽇

東京都 稲城市 稲城市役所 平尾出張所 稲城市平尾3-1-1　平尾住宅34棟1階 8:30〜17:00
※土曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く平⽇

東京都 稲城市 稲城市役所 若葉台出張所 稲城市若葉台2-5-2　ｉプラザ1階 8:30〜17:00
※土曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く平⽇

東京都 稲城市 カクヤス稲城店 東京都稲城市東⻑沼1716－1 10:00〜21:00

東京都 江⼾川区 江⼾川区役所(産業経済課) 江⼾川区中央1-4-1 8:30〜17:00　(⽉〜⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 江⼾川区 小松川事務所 江⼾川区平井4-1-1 8:30〜17:00　(⽉〜⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 江⼾川区 葛⻄事務所 江⼾川区中葛⻄3-10-1 8:30〜17:00　(⽉〜⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 江⼾川区 小岩事務所 江⼾川区東小岩6-9-14 8:30〜17:00　(⽉〜⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 江⼾川区 東部事務所 江⼾川区東瑞江1-17-1 8:30〜17:00　(⽉〜⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 江⼾川区 ⿅骨事務所 江⼾川区⿅骨1-54-2 8:30〜17:00　(⽉〜⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 江⼾川区 カクヤス⼀之江店 東京都江⼾川区⼀之江8-4-3
フラットゼ セッション 101号室

10:00〜22:00

東京都 江⼾川区 カクヤス小岩店 東京都江⼾川区北小岩2-21-19 三幸ビル1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 江⼾川区 カクヤス南葛⻄店 東京都江⼾川区南葛⻄2-3-1 プリエール南葛⻄　1Ｆ 10:00〜21:00

東京都 ⻘梅市 ⻘梅市役所 ⻘梅市東⻘梅1-11-１ 8:30〜17:00(⽉〜⾦)

東京都 大島町 総合開発センター1Ｆ　大島町商工会 大島町元町1-1-14 8:30〜17:00

東京都 大島町 泉津出張所 大島町泉津字川之原15 8:30〜17:15

東京都 大島町 岡田出張所 大島町岡田字助田64-1 8:30〜17:15

東京都 大島町 北の⼭出張所 大島町元町字佐吾エ門野地 8:30〜17:15

東京都 大島町 野増出張所 大島町野増字大宮 8:30〜17:15

東京都 大島町 差木地出張所 大島町差木地1 8:30〜17:15

東京都 大島町 波浮港出張所 大島町波浮港16 8:30〜17:15

東京都 大島町 七島信用組合 大島町元町4-1-3 9:00〜15:00

東京都 大田区 大田区役所本庁舎 1階総合案内前 大田区蒲田5-13-14 8:30〜17:00(平⽇のみ)
9:00〜17:00(⽇曜⽇のみ)



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 大田区 大田区役所産業振興課 大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザPiO 4階 8:30〜17:00(平⽇のみ)

東京都 大田区 区内特別出張所(18か所) - 8:30〜17:00(平⽇のみ)

東京都 大田区 カクヤス雪谷店 東京都大田区南雪谷2-1-11 S.Hビル  １Ｆ 10:00〜22:00

東京都 大田区 カクヤス大森東店 東京都大田区大森東3-1-21 三澤ビル　1Ｆ2Ｆ 10:00〜21:00

東京都 大田区 カクヤス武蔵新田店 東京都大田区矢⼝1-5-9 　サンワバートⅡビル1F 10:00〜22:00

東京都 大田区 カクヤス蒲田駅前店 東京都大田区蒲田5-44-14
佐藤ビル　1Ｆ　102号室

10:00〜22:00

東京都 大田区 カクヤス⼭王店 東京都大田区⼭王3-30-8 ⼭王Ａハウス　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 大田区 カクヤス⻄蒲田店 東京都大田区⻄蒲田6-32-15
⻄蒲⽥ダイヤモンドマンション1F

10:00〜22:00

東京都 大田区 KAKUYASU　SELECT　マチノマ大森店 東京都大田区大森⻄3-1-38　マチノマ大森　1階 10:00〜22:00

東京都 小笠原村 小笠原村商工会 東京都小笠原村⽗島字東町 8:00〜17:00

東京都 奥多摩町 奥多摩町観光案内所 ⻄多摩郡奥多摩町氷川210 8:30〜17:00(年中無休)

東京都 奥多摩町 奥多摩町役場　窓⼝ ⻄多摩郡奥多摩町氷川215-6 8:30〜17:15
※土⽇祝・年末年始休み

東京都 葛飾区 葛飾区役所　総合案内 葛飾区⽴⽯5-13-1 8:30〜17:00(⽉〜⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 葛飾区 テクノプラザかつしか 葛飾区⻘⼾7-2-1 8:30〜21:30(⽉〜⾦)
※年末年始を除く

東京都 葛飾区 カクヤス新小岩店 東京都葛飾区東新小岩1-3-4 塚原ビル １Ｆ　A号
室

10:00〜22:00

東京都 葛飾区 カクヤス高砂店 東京都葛飾区高砂5-43-8 加藤店舗　1Ｆ 10:00〜21:00

東京都 葛飾区 カクヤスお花茶屋店 東京都葛飾区白⿃1-4-2　白鳥1町目貸店舗 10:00〜22:00

東京都 北区 産業振興課 北区王⼦ 1-11-1 北とぴあ11階 8:30〜17:00
※土⽇祝、年末年始除く

東京都 北区 北とぴあ　観光情報コーナー 北区王⼦ 1-11-1 北とぴあ1階 8:30〜21:00
※年末年始除く

東京都 北区 カクヤス王⼦店 東京都北区豊島2-4-2 第２カクヤスビル　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 北区 カクヤス上十条店 東京都北区上十条4-8-20 10:00〜21:00

東京都 北区 カクヤス浮間店 東京都北区浮間1-13-9 メゾンプリムロゼ１Ｆ 10:00〜21:00

東京都 北区 カクヤス田端新町店 東京都北区田端新町2-18-9 ＳＡＮ田端　１Ｆ 10:00〜22:00

東京都 北区 カクヤス王⼦神谷店 東京都北区神谷3-32-17 10:00〜22:00

東京都 清瀬市 清瀬市役所　本庁舎1階（総合案内） 清瀬市中⾥5-842 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇休み

東京都 清瀬市 清瀬市役所　本庁舎2階 (産業振興課) 清瀬市中⾥5-842 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇休み

東京都 清瀬市 松⼭地域市⺠センター 清瀬市松⼭2-6-25 9:00〜22:00
※⽉曜休館⽇

東京都 清瀬市 野塩地域市⺠センター 清瀬市野塩1-322-2 9:00〜22:00
※⽉曜休館⽇

東京都 清瀬市 中⾥地域市⺠センター 清瀬市中⾥4-1301 9:00〜22:00
※⽉曜休館⽇



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 清瀬市 竹丘地域市⺠センター 清瀬市竹丘1-11-1 9:00〜22:00
※⽉曜休館⽇

東京都 清瀬市 中清⼾地域市⺠センター 清瀬市中清⼾4-847 9:00〜22:00
※⽉曜休館⽇

東京都 清瀬市 下宿地域市⺠センター 清瀬市下宿2-524-1 9:00〜22:00
※⽉曜休館⽇

東京都 清瀬市 コミュニティプラザひまわり 清瀬市下清⼾1-212-4 9:00〜22:00
※⽉曜休館⽇

東京都 清瀬市 清瀬商工会 清瀬市松⼭2-6-23 9:00〜17:30
※土⽇祝⽇休み

東京都 国⽴市 国⽴市役所　1F 国⽴市富⼠⾒台2-47-1 8:30〜17:00
※土⽇祝定休

東京都 国⽴市 国⽴駅前くにたち・こくぶんじ市⺠プラザ 国⽴市北1-14-1 8:30〜19:00
※土・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 国⽴市 くにたち南市⺠プラザ 国⽴市泉2-3-2 1号棟1階 9:00〜17:00
※⽕土⽇定休

東京都 国⽴市 くにたち北市⺠プラザ 国⽴市北3-1-1 9号棟1階 8:30〜17:00
※土⽇定休

東京都 国⽴市 国⽴市商工会　1F 国⽴市富⼠⾒台3-16-4 9:00〜17:30
※土⽇祝定休

東京都 神津島村 神津島村商工会 (神津島開発総合センター) 神津島村1761 9:00〜17︓00
※土⽇祝⽇休

東京都 神津島村 神津島村役場 神津島村904 9:00〜17:15
※土⽇祭祝休

東京都 江東区 白河出張所 江東区白河1-3-28 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝休⽇を除く)

東京都 江東区 富岡出張所 江東区富岡1-16-12 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝休⽇を除く)

東京都 江東区 小松橋出張所 江東区扇橋2-1-5 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝休⽇を除く)

東京都 江東区 ⻲⼾出張所 江東区⻲⼾2-19-1 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝休⽇を除く)

東京都 江東区 大島出張所 江東区大島4-5-1 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝休⽇を除く)

東京都 江東区 砂町出張所 江東区北砂4-7-3 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝休⽇を除く)

東京都 江東区 南砂出張所 江東区南砂6-8-3 8:30〜17:00(⽉〜⾦　※祝休⽇を除く)

東京都 江東区 豊洲特別出張所 江東区豊洲2-2-18　豊洲シビックセンター3階 8:30〜17:00 （⽉・⽕・木・⾦　※祝休⽇を除く)
8:30〜19:00（水　※祝休⽇を除く)

東京都 江東区 江東図書館 江東区南砂6-7-52 9:00〜20:00(⽉〜土)
9:00〜19:00(⽇曜⽇・祝⽇・休⽇)
※休館⽇︓館内整理期⽇(毎⽉第３⾦曜⽇)

東京都 江東区 東陽図書館 江東区東陽2-3-6 教育センター1階 9:00〜21:00(⽉〜土)
9:00〜19:00(⽇曜⽇・祝⽇・休⽇)
※休館⽇︓館内整理期⽇(毎⽉第３⾦曜⽇)

東京都 江東区 豊洲図書館 江東区豊洲2-2-18 豊洲シビックセンター9〜10階 9:00〜21:00(⽉〜土)
9:00〜19:00(⽇曜⽇・祝⽇・休⽇)
※休館⽇︓館内整理期⽇(毎⽉第３⾦曜⽇)

東京都 江東区 東雲図書館 江東区東雲2-7-5-201 トミンタワー東雲2階 9:00〜20:00(⽉〜土)
9:00〜19:00(⽇曜⽇・祝⽇・休⽇)
※休館⽇︓館内整理期⽇(毎⽉第３⾦曜⽇)

東京都 江東区 古⽯場図書館 江東区古⽯場2-13-2 古⽯場文化センター4階 9:00〜20:00(⽉〜土)
9:00〜19:00(⽇曜⽇、祝⽇・休⽇)
※休館⽇︓毎⽉第1・第3⽉曜⽇(祝・休⽇の場合は開館)
　　　　　 　　館内整理⽇(毎⽉第3⾦曜⽇)東京都 江東区 城東図書館 江東区大島4-5-1 総合区⺠センター4階 9:00〜21:00(⽉〜土)
9:00〜19:00(⽇曜⽇、祝⽇・休⽇)
※休館⽇︓館内整理期⽇(毎⽉第３⾦曜⽇)

東京都 江東区 ⻲⼾図書館 江東区⻲⼾7-39-9 9:00〜20:00(⽉〜土)
9:00〜19:00(⽇曜⽇、祝⽇・休⽇)
※休館⽇︓館内整理期⽇(毎⽉第３⾦曜⽇)

東京都 江東区 砂町図書館 江東区北砂5-1-7 砂町文化センター1階 9:00〜20:00(⽉〜土)
9:00~19:00(⽇曜⽇、祝⽇・休⽇)
※休館⽇︓毎⽉第1・第3⽉曜⽇(祝・休⽇の場合は開館)
　　 　　　　　館内整理⽇(毎⽉第3⾦曜⽇)東京都 江東区 東大島図書館 江東区大島9-4-2-101 東大島ファミールハイツ1階 9:00〜20:00(⽉〜土)
9:00〜19:00(⽇曜⽇、祝⽇・休⽇)
※休館⽇︓館内整理⽇(毎⽉第3⾦曜⽇)

東京都 江東区 こどもプラザ図書館 江東区住吉1-9-8 9:00〜20:00(⽉〜土)
9:00〜19:00(⽇曜⽇、祝⽇・休⽇)
※休館⽇︓館内整理期⽇(毎⽉第３⾦曜⽇)



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 江東区 江東区文化センター 江東区東陽4-11-3 9:00〜22:00
※休館⽇︓第2・第4⽉曜⽇　祝⽇開館

東京都 江東区 森下文化センター 江東区森下3-12-17 9:00〜22:00
※休館⽇︓第1・第3⽉曜⽇　祝⽇開館

東京都 江東区 古⽯場文化センター 江東区古⽯場2-13-2 9:00〜22:00
※休館⽇︓第1・第3⽉曜⽇　祝⽇開館

東京都 江東区 豊洲文化センター 江東区豊洲2-2-18 豊洲シビックセンター8F 9:00〜22:00
※休館⽇︓第2・第4⽉曜⽇　祝⽇開館

東京都 江東区 ⻲⼾文化センター 江東区⻲⼾2-19-1 カメリアプラザ5F 9:00〜22:00
※休館⽇︓第2・第4⽉曜⽇　祝⽇開館

東京都 江東区 東大島文化センター 江東区大島8-33-9 9:00〜22:00
※休館⽇︓第1・第3⽉曜⽇　祝⽇開館

東京都 江東区 砂町文化センター 江東区北砂5-1-7 9:00〜22:00
※休館⽇︓第1・第3⽉曜⽇　祝⽇開館

東京都 江東区 総合区⺠センター 江東区大島4-5-1 9:00〜22:00
※休館⽇︓第2・第4⽉曜⽇　祝⽇開館

東京都 江東区 江東公会堂(ティアラこうとう) 江東区住吉2-28-36 9:00〜22:00
※休館⽇︓第1・第3⽉曜⽇　祝⽇開館

東京都 江東区 中川船番所資料館 江東区大島9-1-15 9:00〜17:00
※休館⽇︓毎⽉曜⽇　祝⽇開館　翌⽕曜⽇休館

東京都 江東区 深川江⼾資料館 江東区白河1-3-28 9:00〜17:00
※休館⽇︓第2・第4⽉曜⽇　祝⽇開館

東京都 江東区 芭蕉記念館 江東区常盤1-6-3 (本館) 9:00〜17:00
※休館⽇︓第2・第4⽉曜⽇　祝⽇開館　翌⽕曜⽇休館

東京都 江東区 江東区役所2階情報ステーション 江東区東陽4-11-28 8:30〜17:15(⽉〜⾦　※祝休⽇を除く)
※土・⽇・祝休⽇全館休館

東京都 江東区 江東区役所4階ラック 江東区東陽4-11-28 8:30〜17:15(⽉〜⾦　※祝休⽇を除く)
※土・⽇・祝休⽇全館休館

東京都 江東区 カクヤス⻲⼾店 東京都江東区⻲⼾7-7-8 ジャルジン １Ｆ 10:00〜22:00

東京都 江東区 カクヤス北砂店 東京都江東区北砂7-4-7 ベイシック・ワン　1Ｆ 10:00〜21:00

東京都 江東区 カクヤス白河店 東京都江東区白河2-5-13 ⼭崎ビル１Ｆ 101号室 10:00〜22:00

東京都 江東区 カクヤス富岡二丁目店 東京都江東区富岡2-6-11　東京ベニヤビル1Ｆ・2F 10:00〜22:00

東京都 江東区 カクヤス東雲店 東京都江東区東雲2-4-2
東雲都橋住宅2号棟　103号室

10:00〜21:00

東京都 江東区 カクヤス南砂店 東京都江東区南砂3-3-6　ニトリ南砂町店 10:00〜22:00

東京都 小⾦井市 小⾦井市商工会 小⾦井市前原町3-33-25 9:00〜17:30

東京都 小⾦井市 小⾦井市役所 小⾦井市本町6-6-3 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 小⾦井市 カクヤス武蔵小⾦井店 東京都小⾦井市本町5-33-12　パストラル　1F 10:00〜21:00

東京都 国分寺市 市役所第3庁舎 1階経済課窓⼝ 国分寺市⼾倉1-6-1 8:30〜17:15
※土・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 国分寺市 いずみプラザ 国分寺市泉町2-3-8 8:30〜17:15
※土・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 国分寺市 国分寺市案内所 国分寺市本町3-1-1　cocobunjiWEST1階 9:00〜17:00
※1⽉1⽇を除く

東京都 国分寺市 cocobunjiプラザ 国分寺市本町3-1-1　cocobunjiWEST5階 9:00〜22:00
※1⽉1⽇を除く

東京都 国分寺市 国⽴駅前くにたち・こくぶんじ市⺠プラザ 国⽴市北1-14-1 8:30〜19:00
※土・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 国分寺市 ひかりプラザ 国分寺市光町1-46-8 8:30〜22:00
※休館⽇︓毎⽉第2・4⽉曜⽇(祝⽇・振替休⽇の場合は翌⽇)、
　 年末年始(12⽉28⽇から翌年1⽉3⽇まで)

東京都 国分寺市 カクヤス恋ヶ窪店 東京都国分寺市東⼾倉1-14-26　１F 10:00〜21:00



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 小平市 市役所　産業振興課 小平市小川町2-1333 8:30〜17:00

東京都 小平市 東部出張所 小平市花小⾦井1-8-1 8:30〜17:00

東京都 小平市 ⻄部出張所 小平市小川⻄町4-10-13 8:30〜17:00

東京都 小平市 小平商工会 小平市小川町2-1268 9:00〜17:00(平⽇)

東京都 狛江市 狛江市商工会 狛江市東和泉1-3-18 10:00〜16:00(平⽇)

東京都 品川区 品川区中小企業センター 品川区⻄品川1-28-3 8:45〜20:00
※第４⽇曜⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 品川第⼀地域センター 品川区北品川3-11-16 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 品川第二地域センター 品川区南品川5-3-20 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 大崎第⼀地域センター 品川区⻄五反田3-6-3 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 大崎第二地域センター 品川区大崎2-9-4 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 大井第⼀地域センター 品川区南大井1-12-6 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 大井第二地域センター 品川区大井2-27-20 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 大井第三地域センター 品川区⻄大井4-1-8 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 荏原第⼀地域センター 品川区小⼭3-14-1 8:30〜17:00
※⽕曜〜19:00　※土祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 荏原第二地域センター 品川区荏原6-17-12 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 荏原第三地域センター 品川区平塚1-13-18 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 荏原第四地域センター 品川区中延5-3-12 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 荏原第五地域センター 品川区二葉1-1-2 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 ⼋潮地域センター 品川区⼋潮5-10-27 8:30〜17:00
※土⽇祝⽇、年末年始を除く

東京都 品川区 カクヤス東品川店 東京都品川区東品川3-27-25 オフィス・イン品川　1F 10:00〜22:00

東京都 品川区 カクヤス⻄小⼭店 東京都品川区小⼭5-12-10
ハイツ児玉 １Ｆ・Ｂ１Ｆ

10:00〜21:00

東京都 品川区 カクヤス⼾越銀座店 東京都品川区⼾越2-7-3 ⽯川屋ハイツ １Ｆ 10:00〜22:00

東京都 品川区 カクヤス大井町店 東京都品川区大井1-53-6 10:00〜22:00

東京都 品川区 カクヤス荏原中延店 東京都品川区中延3-13-10 コートトキワ 10:00〜22:00

東京都 品川区 カクヤス東五反田店 東京都品川区東五反田1-25-13
ｾﾌﾞﾝｽﾀｰﾏﾝｼｮﾝ島津⼭102号室

10:00〜22:00

東京都 渋谷区 渋谷区役所 渋谷区宇田川町1-1 8:30〜17:00(⽉〜⾦)

東京都 渋谷区 カクヤス幡ヶ谷店 東京都渋谷区幡ヶ谷2-21-3 ウエストバリフビル  1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 渋谷区 カクヤス代々木上原店 東京都渋谷区元代々木町12-8 佐竹ビル 101号 10:00〜22:00

東京都 渋谷区 カクヤス千駄ヶ谷店 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-29-9 ⾦⼦ビル1F 10:00〜22:00

東京都 渋谷区 カクヤス広尾店 東京都渋谷区広尾5-1-37
ルミエール広尾1F101号室

10:00〜21:00



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 新宿区 新宿区 文化観光産業振興課 新宿区⻄新宿6-8-2　ＢＩＺ新宿4階
新宿区産業振興課

8:30〜17:00（平⽇のみ）

東京都 新宿区 新宿区役所区政情報センター 新宿区歌舞伎町1-4-1　新宿区役所1F
区政情報センター

8:30〜17:00（平⽇のみ）

東京都 新宿区 若松特別出張所 新宿区若松町12-6　若松町特別出張所 8:30〜17:00（平⽇のみ）
8:30〜19:00(⽕曜⽇のみ)

東京都 新宿区 四谷特別出張所 新宿区内藤町87　四谷特別出張所 8:30〜17:00（平⽇のみ）
8:30〜19:00(⽕曜⽇のみ)

東京都 新宿区 榎町特別出張所 新宿区早稲田町85　榎町特別出張所 8:30〜17:00（平⽇のみ）
8:30〜19:00(⽕曜⽇のみ)

東京都 新宿区 箪笥町特別出張所 新宿区箪笥町15　箪笥町特別出張所 8:30〜17:00（平⽇のみ）
8:30〜19:00(⽕曜⽇のみ)

東京都 新宿区 ⼾塚特別出張所 新宿区高田⾺場2-18-1　⼾塚特別出張所 8:30〜17:00（平⽇のみ）
8:30〜19:00(⽕曜⽇のみ)

東京都 新宿区 大久保特別出張所 新宿区大久保2-12-7　大久保特別出張所 8:30〜17:00（平⽇のみ）
8:30〜19:00(⽕曜⽇のみ)

東京都 新宿区 落合第⼀特別出張所 新宿区下落合4-6-7　落合第⼀出張所 8:30〜17:00（平⽇のみ）
8:30〜19:00(⽕曜⽇のみ)

東京都 新宿区 落合第二特別出張所 新宿区中落合4-17-13　落合第二出張所 8:30〜17:00（平⽇のみ）
8:30〜19:00(⽕曜⽇のみ)

東京都 新宿区 柏木特別出張所 新宿区北新宿2-3-7　柏木特別出張所 8:30〜17:00（平⽇のみ）
8:30〜19:00(⽕曜⽇のみ)

東京都 新宿区 角筈特別出張所 新宿区⻄新宿4-33-7　角筈特別出張所 8:30〜17:00（平⽇のみ）
8:30〜19:00(⽕曜⽇のみ)

東京都 新宿区 カクヤス四谷店 東京都新宿区四谷2-8-8 第５三和ビル　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 新宿区 カクヤス新宿１丁目店 東京都新宿区新宿1-34-12 新宿⽯井ビル　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 新宿区 カクヤス⻄新宿店 東京都新宿区⻄新宿7-18-10 島田ビル　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 新宿区 カクヤス神楽坂店 東京都新宿区岩⼾町7-1 ⽜込神楽坂駅前ビル1F 10:00〜22:00

東京都 新宿区 カクヤスClass歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町2-27-11 三経27ビル　1F 17:00〜翌4:00

東京都 新宿区 カクヤス下落合店 東京都新宿区下落合4-23-16 ライプワン目白 10:00〜22:00

東京都 新宿区 カクヤス高田⾺場店 東京都新宿区高田⾺場1-21-6
メゾン高田⾺場1F東側号室

10:00〜22:00

東京都 新宿区 カクヤス江⼾川橋店 東京都新宿区早稲田鶴巻町544
中川ビル1F101・102号室、B1F

10:00〜22:00

東京都 杉並区 杉並区役所 杉並区阿佐谷南1-15-1 8:30〜17:00（平⽇のみ）
9:00〜17:00（第1・第３土曜⽇）

東京都 杉並区 井草区⺠事務所 杉並区下井草4-30-2 8:30〜17:00
（⽉曜⽇〜⾦曜⽇、水曜⽇は午後7時まで）
 9:00〜17:00（第2・第4土曜⽇）

東京都 杉並区 永福和泉区⺠事務所 杉並区和泉3-8-18
永福和泉地域区⺠センター3階

8:30〜17:00
（⽉曜⽇〜⾦曜⽇、水曜⽇は午後7時まで）
 9:00〜17:00（第2・第4土曜⽇）

東京都 杉並区 荻窪区⺠事務所 杉並区上荻1-2-1
Daiwa荻窪タワー2階

8:30〜17:00
（⽉曜⽇〜⾦曜⽇、水曜⽇は午後7時まで）
 9:00〜17:00（第2・第4土曜⽇）

東京都 杉並区 高円寺区⺠事務所 杉並区松ノ木3-3-4
地域包括支援センターケア24松ノ木 2階

8:30〜17:00
（⽉曜⽇〜⾦曜⽇、水曜⽇は午後7時まで）
 9:00〜17:00（第2・第4土曜⽇）

東京都 杉並区 高井⼾区⺠事務所 杉並区高井⼾⻄2-1-26
京王リトナード高井⼾ 2階

8:30〜17:00
（⽉曜⽇〜⾦曜⽇、水曜⽇は午後7時まで）
 9:00〜17:00（第2・第4土曜⽇）

東京都 杉並区 ⻄荻区⺠事務所 杉並区⻄荻南3-5-23 8:30〜17:00
（⽉曜⽇〜⾦曜⽇、水曜⽇は午後7時まで）
 9:00〜17:00（第2・第4土曜⽇）

東京都 杉並区 カクヤス宮前店 東京都杉並区宮前2-4-6 10:00〜22:00

東京都 杉並区 カクヤス阿佐ヶ谷店 東京都杉並区阿佐谷南3-5-3
株式会社司案額ビルB1F・1F

10:00〜22:00

東京都 杉並区 カクヤス方南町店 東京都杉並区和泉4-47-17 ミネグリーンハイツ　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 杉並区 カクヤス永福店 東京都杉並区永福1-39-16 水本ビル　1Ｆ 10:00〜22:00



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 杉並区 カクヤス井草店 東京都杉並区井草3-30-12 第⼀森⻄ビル　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 杉並区 カクヤス⻄荻窪駅前店 東京都杉並区⻄荻南3-14-10　フロントビル1F 10:00〜22:00

東京都 杉並区 カクヤス吉祥寺店 東京都杉並区松庵2-19-12 10:00〜22:00

東京都 杉並区 カクヤス高円寺店 東京都杉並区高円寺南4-52-1 10:00〜22:00

東京都 墨田区 墨田区役所 (1F情報コーナー) 墨田区吾妻橋1-23-20 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 墨田区 墨田区役所 緑出張所 墨田区緑3-7-3 (みどりコミュニティセンター内) 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 墨田区 墨田区役所 横川出張所 墨田区横川5-10-1-111 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 墨田区 墨田区役所 文花出張所 墨田区文花1-32-1-102 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 墨田区 墨田区役所 墨田二丁目出張所 墨田区墨田2-36-11
(ベルクス墨田店商業施設　パシオス2階)

8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 墨田区 墨田区役所 東向島出張所 墨田区東向島2-38-7 (ユートリヤ内) 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇・休⽇、12⽉29⽇から1⽉3⽇を除く

東京都 墨田区 カクヤス⽴花店 東京都墨田区文花3-24-11 マルニレジデンス1F 10:00〜22:00

東京都 墨田区 カクヤス錦糸町店 東京都墨田区大平3-13-7 錦糸町パークハイツ　１Ｆ 10:00〜22:00

東京都 世田谷区 三軒茶屋分庁舎(4階) 商業課窓⼝ 太⼦堂2-16-7 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 世田谷区役所　第⼀庁舎 世田谷4-21-27 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 世田谷区役所　第二庁舎 世田谷4-21-27 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区  世田谷区役所　第三庁舎世田谷総合支所　案内受付 世田谷4-21-27 8:30〜17:00(⽉~⾦)
9:00~17:00(土)
※第3土曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 北沢総合支所　案内受付 北沢2-8-18 8:30〜17:00(⽉~⾦)
9:00~17:00(土)
※第3土曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 玉川総合支所案内受付 等々⼒3-4-1 8:30〜17:00(⽉~⾦)
9:00~17:00(土)
※第3土曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 砧総合支所　案内受付 成城6-2-1 8:30〜17:00(⽉~⾦)
9:00~17:00(土)
※第3土曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 烏⼭総合支所　案内受付 南烏⼭6-22-14 8:30〜17:00(⽉~⾦)
9:00~17:00(土)
※第3土曜⽇、祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 池尻まちづくりセンター 池尻3-27-21 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 太⼦堂まちづくりセンター 太⼦堂2-17-1 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 若林まちづくりセンター 若林3-34-2 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 上町まちづくりセンター 世田谷1-23-5 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 経堂まちづくりセンター 宮坂1-44-29 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 下⾺まちづくりセンター 下⾺4-13-4 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 上⾺まちづくりセンター 上⾺4-10-17 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 梅丘まちづくりセンター 梅丘1-61-16 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 代沢まちづくりセンター 代沢5-1-15 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 新代田まちづくりセンター ⽻根木1-6-14 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 北沢まちづくりセンター 北沢2-8-18 北沢タウンホール地下1階 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 松原まちづくりセンター 松原5-43-28 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 世田谷区 松沢まちづくりセンター ⾚堤5-31-5 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 奥沢まちづくりセンター 奥沢3-15-7 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 九品仏まちづくりセンター 奥沢7-35-4 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 等々⼒まちづくりセンター 等々⼒3-4-1　玉川総合支所内 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 上野毛まちづくりセンター 中町2-33-11 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 用賀まちづくりセンター 用賀2-29-22 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 二⼦玉川まちづくりセンター 玉川4-4-5 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 深沢まちづくりセンター 駒沢4-33-12 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 祖師谷まちづくりセンター 祖師谷4-1-23 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 成城まちづくりセンター 成城6-3-10　成城6丁目事務所棟1階 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 船橋まちづくりセンター 船橋4-3-2 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 喜多⾒まちづくりセンター 喜多⾒5-11-10 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 砧まちづくりセンター 砧5-8-18 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 上北沢まちづくりセンター 上北沢4-32-9 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 上祖師谷まちづくりセンター 上祖師谷2-7-6 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 烏⼭まちづくりセンター 南烏⼭6-2-19 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 世田谷区 カクヤス等々⼒店 東京都世田谷区等々⼒4-8-4　ガーランドヴィラ1F 10:00〜22:00

東京都 世田谷区 カクヤス三軒茶屋栄通り店 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-11 10:00〜22:00

東京都 世田谷区 カクヤス池尻店 東京都世田谷区下⾺1-45-6 ウィスタリアプラザ　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 世田谷区 カクヤス用賀店 東京都世田谷区用賀3-8-1 ピアコヤマ  １Ｆ 10:00〜22:00

東京都 世田谷区 カクヤス千歳烏⼭店 東京都世田谷区南烏⼭4-6-13 アーバンサイド烏⼭
1A

10:00〜22:00

東京都 世田谷区 カクヤス世田谷桜店 東京都世田谷区桜3-7-12 10:00〜22:00

東京都 世田谷区 カクヤス世田谷若林店 東京都世田谷区上⾺5-27-9 ユニティ 上⾺ １Ｆ 10:00〜22:00

東京都 世田谷区 カクヤス下北沢店 東京都世田谷区代沢5-18-1
代沢カラバッシュ １Ｆ　A号室

10:00〜22:00

東京都 世田谷区 カクヤス祖師ヶ谷大蔵店 東京都世田谷区砧8-12-10 メッセンヂャービル 10:00〜22:00

東京都 台東区 台東区役所　観光課 (9階③番窓⼝) 台東区東上野4-5-6 8:30〜17:15(⽉〜⾦)

東京都 台東区 浅草文化観光センター　1階 台東区雷門2-18-9 9:00〜20:00(年中無休)

東京都 台東区 カクヤス上野店 東京都台東区台東3-17-9
ビアン御徒町 １Ｆ  102.103号室

10:00〜22:00

東京都 台東区 カクヤス千束店 東京都台東区千束3-3-11 小川ビル 1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 台東区 カクヤス浅草店 東京都台東区浅草2-1-16 藤田ビルＢ1Ｆ・1F 10:00〜22:00



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 台東区 カクヤス根岸店 東京都台東区根岸5-13-13 グリーンハイツ根岸1F 10:00〜21:00

東京都 台東区 カクヤス蔵前店 東京都台東区蔵前3-2-1 大東ビル1F 10:00〜22:00

東京都 ⽴川市 ⽴川市役所 ⽴川市泉町1156-9 8:30〜17:00
※休館⽇:土･⽇･祝⽇・年末年始

東京都 ⽴川市 ⽴川商工会議所 ⽴川市曙町2-38-5 ⽴川ビジネスセンタービル12階 9:00〜17:00
※休館⽇:土･⽇･祝⽇･年末年始

東京都 多摩市 多摩市役所経済観光課 多摩市関⼾6-12-1 8:30〜17:00
※休所⽇:土曜・⽇曜⽇・祝⽇・年末年始

東京都 多摩市 多摩センター駅出張所 多摩市落合1-10-1 (京王多摩センターSC2階) 8:30〜17:00
※休所⽇:⽇曜⽇・祝⽇・年末年始・施設点検⽇。
 　祝⽇が土曜⽇の場合は開所

東京都 多摩市 永⼭公⺠館 (ベルブ永⼭) 多摩市永⼭1-5ベルブ永⼭ 9:00〜17:00
※休館⽇:毎⽉第1・第3木曜⽇(但し、祝⽇と重なった場合は開館)、
　 年末年始

東京都 多摩市 関⼾公⺠館 (ヴィータ・コミューネ) 多摩市関⼾4-72ヴィータ・コミューネ7階 9:00〜17:00
※休館⽇:毎⽉第1・第3⽉曜⽇(但し、祝⽇と重なった場合は開館)、
　 年末年始

東京都 中央区 中央区役所 中央区築地1-1-1  1階 8:30〜17:00
※土曜⽇・⽇曜⽇・休⽇、年末年始(12⽉29⽇から1⽉3⽇)を除く

東京都 中央区 ⽇本橋特別出張所 中央区⽇本橋蛎殻町1-31-1
⽇本橋区⺠センター1階　地域活動係

8:30〜17:00
※土曜⽇・⽇曜⽇・休⽇、年末年始(12⽉29⽇から1⽉3⽇)を除く

東京都 中央区 ⽉島特別出張所 中央区⽉島4-1-1
⽉島区⺠センター1階　地域活動係

8:30〜17:00
※土曜⽇・⽇曜⽇・休⽇、年末年始(12⽉29⽇から1⽉3⽇)を除く

東京都 中央区 カクヤス神田店 東京都中央区⽇本橋本⽯町4-2-11 10:00〜21:00

東京都 中央区 カクヤス築地店 東京都中央区築地7-12-7 築地FTSビル　1F102号
室

10:00〜22:00

東京都 中央区 カクヤスclass銀座ワインセラー 東京都中央区銀座8-7-5　昌栄ビル1F 16:00〜23:00
※土⽇祝定休

東京都 調布市 調布市商工会 調布市小島町2-36-21 9:00〜17:30
※土・⽇・祝休

東京都 調布市 調布市産業振興課 調布市小島町2-35-1　8階 8:30〜17:15
※土・⽇・祝休

東京都 調布市 調布市産業労働支援センター 調布市国領町2-5-15　コクティ―3階 8:30〜17:15
※土・祝・第3⽉休

東京都 千代田区 千代田区役所  商工観光課 千代田区九段南1-6-17 千代田会館ビル8F 8:30〜17:00(平⽇)

東京都 千代田区 麹町出張所 千代田区麹町2-8 8:30〜17:00(平⽇)

東京都 千代田区 富⼠⾒出張所 千代田区富⼠⾒1-6-7 8:30〜17:00(平⽇)

東京都 千代田区 神保町出張所 千代田区神田神保町2-40 8:30〜17:00(平⽇)

東京都 千代田区 神田公園出張所 千代田区神田司町2-2 8:30〜17:00(平⽇)

東京都 千代田区 万世橋出張所 千代田区外神田1-1-11 8:30〜17:00(平⽇)

東京都 千代田区 和泉橋出張所 千代田区神田佐久間町1-11-7 8:30〜17:00(平⽇)

東京都 千代田区 カクヤス浅草橋店 東京都千代田区神田佐久間町4-1
ベラカーサ秋葉原1F 103号室

10:00〜22:00

東京都 豊島区 豊島区役所（本庁舎）1F総合案内 豊島区南池袋2-45-1 8:30〜17:15(⽉~⾦)
9:00〜17:00（土⽇）
※祝⽇、12/29〜1/3を除く

東京都 豊島区 豊島区役所（本庁舎）４F消費⽣活センター 豊島区南池袋2-45-1 8:30〜17:15(⽉~⾦)
※土⽇祝、12/29〜1/3を除く

東京都 豊島区 豊島区役所（本庁舎）７F豊島ビジネスサポートセンター 豊島区南池袋2-45-1 8:30〜17:15(⽉~⾦)
※土⽇祝、12/29〜1/3を除く

東京都 豊島区 豊島区役所 東部区⺠事務所 豊島区北大塚1-15-10 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※土⽇祝、12/29〜1/3を除く

東京都 豊島区 豊島区役所 ⻄部区⺠事務所 豊島区千早2-39-16 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※土⽇祝、12/29〜1/3を除く

東京都 豊島区 カクヤス⻄池袋店 東京都豊島区⻄池袋5-13-11
ビップ⻄池袋大⿊ビル　１Ｆ

10:00〜22:00



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 豊島区 カクヤス千川店 東京都豊島区要町3-24-3 ＫＴビル　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 豊島区 カクヤス上池袋店 東京都豊島区上池袋1-27-7
⽇神パレス上池袋　101号室

10:00〜22:00

東京都 豊島区 カクヤス雑司ヶ谷店 東京都豊島区雑司が谷2-5-4 カーザ千登世　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 豊島区 カクヤス巣鴨駅前店 東京都豊島区巣鴨2-2-5　クリオネコート巣鴨 1階 10:00〜22:00

東京都 中野区 中野区役所 中野区中野4-8-1 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、休⽇、年末年始を除く

東京都 中野区 カクヤス新井薬師店 東京都中野区新井5-20-8 10:00〜22:00

東京都 中野区 カクヤス新中野店 東京都中野区本町6-12-12 ⼭崎ビル１Ｆ 10:00〜22:00

東京都 中野区 カクヤス白鷺店 東京都中野区白鷺1-9-15 アークハイツ　1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 中野区 カクヤス中野沼袋店 東京都中野区江古田2-10-1　旭ビル1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 中野区 カクヤス野方南⼝店 東京都中野区野方5-30-3　柳屋ビル1F 10:00〜21:00

東京都 新島村 新島村商工会 新島村本村5-1-15 9:00〜17:00

東京都 新島村 新島村商工会式根島支所 新島村式根島255-1 9:00〜17:00

東京都 新島村 新島村役場 新島村本村1-1-1 9:00〜17:00

東京都 新島村 新島村式根島支所 新島村式根島255-1 9:00〜17:00

東京都 新島村 新島村若郷会館 新島村若郷1-4 9:00〜17:00

東京都 ⻄東京市 ⻄東京商工会 ⻄東京市南町5-6-18 イングビル3Ｆ 9:00〜17:30
※土⽇祝及び12/29〜1/3を除く

東京都 練⾺区 練⾺区役所本庁舎1階 総合案内 練⾺区豊玉北6-12-1 8:30〜17:15
※土・⽇・祝⽇および12/29-1/3を除く

東京都 練⾺区 練⾺区役所本庁舎2階 総合案内 練⾺区豊玉北6-12-1 8:30〜17:15
※土・⽇・祝⽇および12/29-1/3を除く

東京都 練⾺区 ⽯神井区⺠事務所 練⾺区⽯神井町3-30-26 ⽯神井庁舎1階 8:30〜19:00
※土・⽇・祝⽇および12/29-1/3を除く

東京都 練⾺区 早宮区⺠事務所 練⾺区早宮1-44-19 8:30〜19:00
※土・⽇・祝⽇および12/29-1/3を除く

東京都 練⾺区 光が丘区⺠事務所 練⾺区光が丘2-9-6 光が丘区⺠センター2階 8:30〜19:00
※土・⽇・祝⽇および12/29-1/3を除く

東京都 練⾺区 大泉区⺠事務所 練⾺区東大泉1-28-1 リズモ大泉学園4階 8:30〜19:00
※土・⽇・祝⽇および12/29-1/3を除く

東京都 練⾺区 関区⺠事務所 練⾺区関町北1-7-2 関区⺠センター1階 8:30〜19:00
※土・⽇・祝⽇および12/29-1/3を除く

東京都 練⾺区 ねりま観光案内所 練⾺区練⾺1-17-1 Coconeri3階 9:00〜21:00
※12/29-1/3を除く

東京都 練⾺区 ⽯神井観光案内所 練⾺区⽯神井町3-23-8 9:00〜19:00
※12/29-1/3を除く

東京都 練⾺区 カクヤス⽯神井台店 東京都練⾺区⽯神井台7-1-12 10:00〜22:00

東京都 練⾺区 カクヤス大泉学園店 東京都練⾺区東大泉3-1-1 橋本ビル 1F 10:00〜21:00

東京都 練⾺区 カクヤス練⾺北町店 東京都練⾺区北町1-28-9 エステート北町 １Ｆ 10:00〜21:00

東京都 練⾺区 カクヤス豊玉店 東京都練⾺区豊玉上2-25-7 ゴールドパレス豊玉 1F 10:00〜21:00

東京都 練⾺区 カクヤス光が丘店 東京都練⾺区高松5-6-5 グローリー高⼭　1Ｆ 10:00〜21:00

東京都 練⾺区 カクヤス中村橋店 東京都練⾺区中村北3-11-1
クリオ中村橋壱番館　1Ｆ

10:00〜22:00



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 練⾺区 カクヤス下⾚塚店 東京都練⾺区田柄2-50-7 サンハイツビュー⾚塚1F 1
号室

10:00〜22:00

東京都 ⼋王⼦市 ⼋王⼦市役所 (本庁舎) ⼋王⼦市元本郷町3-24-1 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 ⼋王⼦駅南⼝総合事務所 ⼋王⼦市⼦安町4-7-1 サザンスカイタワー⼋王⼦4階 8:30〜19:00(⽉〜⾦)
8:30〜17:00(土・⽇)
※祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 浅川事務所 ⼋王⼦市高尾町1652-1 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 横⼭事務所 ⼋王⼦市並木町15-15 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 館事務所 ⼋王⼦市館町156 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 由木事務所 ⼋王⼦市下柚木2-10-6 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 由木東事務所 ⼋王⼦市⿅島111-1 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 南大沢事務所 ⼋王⼦市南大沢2-27 フレスコ南大沢1階 8:30〜17:00
※土・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 元⼋王⼦事務所 ⼋王⼦市大楽寺町419-1 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 恩方事務所 ⼋王⼦市下恩方町3395 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 川⼝事務所 ⼋王⼦市川⼝町908-1 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 加住事務所 ⼋王⼦市加住町1-170-2 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 北野事務所 ⼋王⼦市北野町549-5 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 由井事務所 ⼋王⼦市片倉町119-4 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 ⽯川事務所 ⼋王⼦市⽯川町481 8:30〜17:00
※土・⽇・祝⽇及び12/29-1/3を除く

東京都 ⼋王⼦市 カクヤス⼋王⼦⼋⽇町店 東京都⼋王⼦市⼋⽇町5-17　島村ビル1F 10:00〜22:00

東京都 ⼋丈町 ⼋丈町商工会 ⼋丈島⼋丈町大賀郷2551-2 8:30〜17:00

東京都 ⼋丈町 ⼋丈町本庁舎 ⼋丈島⼋丈町大賀郷2551-2 8:30〜17:15

東京都 ⼋丈町 ⼋丈町三根出張所 ⼋丈島⼋丈町三根347-1 8:30〜17:15

東京都 ⼋丈町 ⼋丈町樫⽴出張所 ⼋丈島⼋丈町樫⽴2027 8:30〜17:15

東京都 ⼋丈町 ⼋丈町中之郷出張所 ⼋丈島⼋丈町中之郷2613 8:30〜17:15

東京都 ⼋丈町 ⼋丈町末吉出張所 ⼋丈島⼋丈町末吉633 8:30〜17:15

東京都 ⽻村市 ⽻村市商工会 ⽻村市栄町2-28-7 8:30〜17:00(平⽇のみ)

東京都 ⽻村市 ⽻村市役所 ⽻村市緑ヶ丘5-2-1 8:30〜17:00(平⽇のみ)

東京都 ⽻村市 ⽻村市産業福祉センター ⽻村市緑ヶ丘2-11-1 9:00〜21:00
※⽉曜休み

東京都 ⽻村市 ⽻村駅 ⽻村市⽻東1-7-26 年中無休

東京都 ⽻村市 ⽻村市観光協会 ⽻東1-13-15 9:00〜17:00
※11⽉　⽕水休み（23⽇は開所）
　 12⽉　土⽇休み

東京都 東久留⽶市 東久留⽶市商工会 東久留⽶市幸町3-4-12 9:00〜17:30
※土⽇祝⽇、年末年始

東京都 東久留⽶市 東久留⽶市役所6F 東久留⽶市本町3-3-1 8:30〜17:00
※土曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、国⺠の休⽇、振替休⽇、
 　年末年始(12⽉29⽇〜1⽉3⽇)

東京都 東村⼭市 東村⼭市役所 東村⼭市本町1-2-3 8:30〜17:00(⽉〜⾦)
※祝祭⽇除く



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 東村⼭市 東村⼭市商工会 東村⼭市本町2-6-5 9:00〜17:30(⽉〜⾦)
※祝祭⽇除く

東京都 東村⼭市 カクヤス久⽶川店 東京都東村⼭市栄町1-6-2　リシェス久⽶川　2号館 10:00〜22:00

東京都 東大和市 東大和市商工会 東大和市中央3-922-14 9:00〜17:30(平⽇)
※土⽇祝年末年始休

東京都 東大和市 東大和市役所 東大和市中央3-930 8:30〜17:00(平⽇)

東京都 東大和市 カクヤス東大和店 東京都東大和市中央1-12-6　セントヒルズ　１階 10:00〜21:00

東京都 ⽇野市 ⽇野市役所 本庁舎3F 産業振興課 ⽇野市神明1-12-1 8:30〜17:15(⽉〜⾦)

東京都 ⽇野市 ⽇野市役所 本庁舎1F 市⺠相談窓⼝ ⽇野市神明1-12-1 8:30〜17:15(⽉~土)

東京都 ⽇野市 七⽣支所 ⽇野市高幡128-５ 京王高幡SC２F 8:30〜17:15(⽉~土)

東京都 ⽇野市 豊田駅連絡所 ⽇野市多摩平2-1-1 8:30〜17:15(⽉~土)

東京都 ⽇野市 ⽇野市商工会 ⽇野市多摩平7-23-23 9:00〜17:30(⽉〜⾦)

東京都 ⽇の出町 ⽇の出町役場 産業観光課 ⻄多摩郡⽇の出町平井2780 8:30〜17:15

東京都 ⽇の出町 ひのでグリーンプラザ ⽇の出町商工会 ⻄多摩郡⽇の出町平井3231-1 8:30〜17:00

東京都 ⽇の出町 ⽇の出町観光協会 ⻄多摩郡⽇の出町大久野17-2 8:30〜17:15

東京都 府中市 府中市役所1F市⺠相談室 府中市宮⻄町2-24 8:30〜17:15
※土曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)を除く

東京都 府中市 市政情報センター 府中市宮町1-100 ル・シーニュ５階 8:30〜19:30(平⽇)
8:30〜18:00(土曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇・振替休⽇)
※年末年始(12/29〜1/3)、市⺠活動センター「プラッツ」休館⽇を除く

東京都 府中市 中央文化センター 府中市府中町2-25 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 白糸台文化センター 府中市白糸台1-60 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 ⻄府文化センター 府中市⻄府町1-60 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 武蔵台文化センター 府中市武蔵台2-2 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 新町文化センター 府中市新町1-66 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 住吉文化センター 府中市住吉町1-61 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 是政文化センター 府中市是政2-20 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 紅葉丘文化センター 府中市紅葉丘2-1 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 押⽴文化センター 府中市押⽴町5-4 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 四谷文化センター 府中市四谷2-75 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 片町文化センター 府中市片町2-17 8:30〜21:00
※祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 男⼥共同参画センター「フチュール」 府中市住吉町1-84 ステーザ府中中河原4階 9:00〜22:00
※年末年始(12/29〜1/3)・臨時休館⽇を除く

東京都 府中市 むさし府中商工会議所1F 府中市緑町3-5-2 8:30〜17:00
※土曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇・年末年始(12/29〜1/3)を除く

東京都 府中市 カクヤス府中店 東京都府中市府中町1-41-17 10:00〜21:00

東京都 福⽣市 福⽣市もくせい会館1F 福⽣市本町18 8:30〜17:15(⽉~⾦)
※休館⽇:土・⽇・祝⽇、年末年始

東京都 福⽣市 まちなかおもてなしステーション くるみる　ふっさ 福⽣市本町23 10:00〜18:00(⽕〜⽇)
※定休⽇:⽉・木、ただし、⽉曜⽇及び木曜⽇祝⽇の場合は、
　 翌平⽇が休業⽇。年末年始は、12⽉29⽇から1⽉3⽇が休業⽇



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 福⽣市 福⽣市商工会 福⽣市本町92-5 扶桑会館 8:30〜17:00(⽉〜⾦)
※定休⽇:土・⽇・祝⽇、年末年始

東京都 文京区 文京区役所 地下2階 経済課 文京区春⽇1-16-21 8:30〜17:00(⽉~⾦)
※祝⽇、年末年始を除く

東京都 文京区 カクヤス駒込店 東京都文京区本駒込6-14-14
イトーピア六義園  1Ｆ　101号室

10:00〜22:00

東京都 文京区 カクヤス白⼭店 東京都文京区白⼭5-1-18 串田ビル１Ｆ 10:00〜22:00

東京都 文京区 カクヤス巣鴨店 東京都文京区千⽯4-45-14 小林ビル  1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 文京区 カクヤス春⽇店 東京都文京区春⽇1-10-1 ホワイトパレス　１Ｆ 10:00〜22:00

東京都 文京区 カクヤス千駄木店 東京都文京区千駄木2-43-1 菊池店舗1F 10:00〜22:00

東京都 町田市 町田市役所 町田市森野2-2-22 8:30〜17:00
※土曜⽇、第1・第3・第5⽇曜⽇、祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 忠⽣市⺠センター 町田市忠⽣3-14-2 8:30〜17:00
※土曜⽇、第1・第3・第5⽇曜⽇、祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 鶴川市⺠センター 町田市大蔵町1981-4 8:30〜17:00
※土曜⽇、第1・第3・第5⽇曜⽇、祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 南市⺠センター 町田市⾦森4-5-6 8:30〜17:00
※土曜⽇、第1・第3・第5⽇曜⽇、祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 なるせ駅前市⺠センター 町田市南成瀬1-2-5 8:30〜17:00
※土曜⽇、第1・第3・第5⽇曜⽇、祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 堺市⺠センター 町田市相原町795-1 8:30〜17:00
※土曜⽇、第1・第3・第5⽇曜⽇、祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 小⼭市⺠センター 町田市小⼭町2507-1 8:30〜17:00
※土曜⽇、第1・第3・第5⽇曜⽇、祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 町田駅前連絡所 町田市原町田6-12-20 8:30〜19:00(⽉~⾦)
10:00〜17:00(土・⽇)
※祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 木曽⼭崎連絡所 町田市⼭崎町2160-4 8:30〜17:00
※土曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 玉川学園駅前連絡所 町田市玉川学園2-19-12 8:30〜17:00
※土曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 鶴川駅前連絡所 町田市能ヶ谷1-2-1
町田市文化施設　和光大学ポプリホール鶴川内1階

8:30〜19:00(⽉~⾦)
10:00〜17:00(土・⽇)
※第1・第3⽉曜⽇、祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 南町田駅前連絡所 町田市鶴間3-10-2
セミナープラス南町田内

8:30〜19:00(⽉~⾦)
10:00〜17:00(土・⽇)
※祝⽇、12/29〜1/3は閉庁

東京都 町田市 町田商工会議所1階 町田市原町田3-3-22 9:00〜17:00

東京都 町田市 カクヤス町田店 東京都町田市森野5-21-7 10:00〜21:00

東京都 瑞穂町 瑞穂町役場2F
(協働推進部産業経済課商工係)

⻄多摩郡瑞穂町箱根ケ崎2335 8:30〜17:00(平⽇のみ)

東京都 瑞穂町 瑞穂町商工会 ⻄多摩郡瑞穂町⽯畑1973 8:30〜17:00(平⽇のみ)

東京都 瑞穂町 箱根ケ崎駅 (東⻄⾃由通路) ⻄多摩郡瑞穂町箱根ケ崎385-2 24時間(年中無休)

東京都 三鷹市 三鷹市役所 三鷹市野崎1-1-1
本庁舎 1階、第2庁舎 1階

8:30〜17:00
※土.⽇.祝⽇、年末年始を除く

東京都 三鷹市 三鷹商工会館 三鷹市下連雀3-37-15 9:00〜17:30
※土.⽇.祝⽇、年末年始を除く

東京都 三鷹市 カクヤス三鷹南⼝店 東京都三鷹市下連雀4-16-7 シャローム三鷹　1F 10:00〜22:00

東京都 三鷹市 カクヤス東⼋野崎店 東京都三鷹市野崎2-9-1 10:00〜21:00

東京都 港区 港区役所本庁舎1階総合案内 港区芝公園1-5-25　港区役所本庁舎1階 8:30〜17:00(平⽇のみ)

東京都 港区 産業振興課観光政策担当窓⼝ 港区芝5-36-4　札の辻スクエア8階 8:30〜17:00(平⽇のみ)

東京都 港区 カクヤス白⾦店 東京都港区白⾦3-2-9
プランシェードメイツ白⾦　1Ｆ 102号室

10:00〜22:00



設置場所一覧
都県 市区町村 設置場所 住所 営業時間

東京都 港区 カクヤス三田店 東京都港区三田3-4-2 いちご聖坂ビル1Ｆ101号室 10:00〜21:00

東京都 港区 カクヤス芝４丁目店 東京都港区芝4-6-14 星ビル 1Ｆ 10:00〜22:00

東京都 港区 カクヤスclass六本木3丁目店 東京都港区六本木3-14-14
VORT六本木kaleidoB1F

17:00〜翌4:00
※⽇祝定休

東京都 港区 カクヤス新橋３丁目店 東京都港区新橋3-16-22　ル・グラシエルBLDG.20 10:00〜22:00

東京都 港区 カクヤスclass六本木駅前店 東京都港区六本木6-1-8　六本木グリーンビル1F 10:00〜翌4:00

東京都 港区 カクヤスclass⾚坂２丁目店 東京都港区⾚坂2-12-7⾚坂二丁目ビル 10:00〜21:00

東京都 三宅村 三宅村商工会事務所 三宅村神着894 8:30〜17:15
※土⽇祭⽇・年末年始除く

東京都 三宅村 三宅村役場　臨時庁舎 三宅村阿古497 8:30〜17:15
※土⽇祭⽇・年末年始除く

東京都 三宅村 三宅村役場　神着出張所 三宅村神着197 8:30〜17:15
※土⽇祭⽇・年末年始除く

東京都 三宅村 三宅村役場　伊豆出張所 三宅村伊豆1054 8:30〜12:00
※土⽇祭⽇・年末年始除く

東京都 三宅村 三宅村役場　伊ケ谷出張所 三宅村伊ケ谷330 13:30〜17:15
※土⽇祭⽇・年末年始除く

東京都 三宅村 三宅村役場　坪田出張所 三宅村坪田3007 8:30〜17:15
※土⽇祭⽇・年末年始除く

東京都 三宅村 東京都　三宅支庁 三宅村伊豆642 8:30〜17:15
※土⽇祭⽇・年末年始除く

東京都 武蔵村⼭市 武蔵村⼭市役所1F　情報コーナー 武蔵村⼭市本町1-1-1 8:30〜17:15(平⽇のみ)

東京都 武蔵村⼭市 武蔵村⼭市役所2F　産業観光課窓⼝ 武蔵村⼭市本町1-1-1 8:30〜17:15(平⽇のみ)

東京都 武蔵村⼭市 武蔵村⼭市市⺠総合センター 武蔵村⼭市学園4-5-1 8:30〜22:00(年末年始、休館⽇(⽉１回不定期)を除く毎⽇)

東京都 武蔵村⼭市 武蔵村⼭市緑が丘出張所 武蔵村⼭市緑が丘1460
都営武蔵村⼭団地1104号棟1階

8:30〜17:15(平⽇のみ)

東京都 武蔵村⼭市 武蔵村⼭市商工会 2F事務所 東京都武蔵村⼭市本町2-5-1 8:30〜17:00(平⽇のみ)

東京都 目⿊区 目⿊区役所1F 産業経済・消費⽣活課 東京都目⿊区上目⿊2-19-15 8:30〜17:00(⽉〜⾦)
※土⽇祝⽇を除く

東京都 目⿊区 カクヤス下目⿊店 東京都目⿊区中町1-6-3 リバティースクウェアー １Ｆ 10:00〜22:00

東京都 目⿊区 カクヤス祐天寺店 東京都目⿊区五本木2-16-6 五本木第１ビル １Ｆ 10:00〜21:00

東京都 目⿊区 カクヤス都⽴大学店 東京都目⿊区中根1-2-3 粕谷ビル １Ｆ 10:00〜22:00

東京都 目⿊区 カクヤス目⿊東⼭店 東京都目⿊区東⼭1-5-9
セブンスターマンション東山105 号室

10:00〜22:00

東京都 目⿊区 カクヤス学芸大学前店 東京都目⿊区鷹番3-24-16　リベール学芸大学1Ｆ 10:00〜22:00


