
東京 教会都所在地 

市と区 教会 住所 

足立区 67 万人  

荒川区 21 万人  

板橋区 常盤台バプテスト教会 174-0071 東京都板橋区常盤台 2-3-3  

板橋区 赤塚バプテスト教会 175-0092 東京都板橋区赤塚 1-18-7 

板橋区 東京韓日バプテスト教会 173-0004 東京都板橋区板橋 4-1-6 バプ

テストビル 

板橋区 志村バプテスト教会 174-0063 東京都板橋区前野町 4-13-6 

板橋区 蓮根バプテスト教会 174-0046 東京都板橋区蓮根 2-31-10 

江戸川区 篠崎キリスト教会 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町 1-

28-15 

大田区 72 万人  

葛飾区 新小岩バプテスト教会 124-0024 東京都葛飾区新小岩 4-11-10 

北区 東京北キリスト教会 115-0045 東京都北区赤羽 2-64-15-201 

江東区 51 万人  

品川区 品川バプテスト教会 141-0033 東京都品川区西品川 2-12-18 

品川区 大井バプテスト教会 140-0014 東京都品川区大井 5-10-12 

渋谷区 渋谷バプテスト教会 150-0031 東京都渋谷区桜丘町 14−5−

105 号 

渋谷区 幡ヶ谷バプテスト教会 151-0071 東京都渋谷区本町 1-60-3  

味の花ビル１F 

新宿区 大久保バプテスト教会 160-0022 東京都新宿区新宿 7-26-22 

新宿区 東京愛のバプテスト伝道所 161-0033 東京都新宿区下落合 2-6-21 

新宿区 東京ジグチョン教会 169-0073 東京都新宿区百人町 1-9-3 

新宿区 目白ヶ丘教会 161-0033 東京都新宿区下落合 2-15-11 

杉並区 57 万人  

墨田区 26 万人  

世田谷区 泉バプテスト教会 154-0002 東京都世田谷区下馬 1-20-4 

世田谷区 日本バプテスト東京第一教会 158-0095 東京都世田谷区瀬田 2-11-11 

世田谷区 経堂バプテスト教会 156-0053 東京都世田谷区桜 1-64-30 

台東区 20 万人  

千代田区 6 万人  

中央区 15 万人  

豊島区 29 万人  



中野区 中野バプテスト教会 164-0001 東京都中野区中野 2-23-8 

文京区 茗荷谷キリスト教会 112-0012 東京都文京区大塚 1-1-18 

練馬区 大泉バプテスト教会 178-0063 東京都練馬区東大泉 6-42-30 

港区 25 万人  

目黒区 恵泉バプテスト教会 153-0061 東京都目黒区中目黒 3-13-29 

   

昭島市 昭島めぐみ教会 196-0032 東京都昭島市郷地町 2-20-5 

昭島市 東京西バプテスト教会 

 

196-0001 東京都昭島市美堀町 1-31-9 

福田佑次気付 042-544-6770 10 

あきるの市 ８万人  

稲城市 9 万人  

青梅市 青梅あけぼのキリスト教会 198-0063 東京都青梅市梅郷 3-904-3 

清瀬市 7 万人  

国立市 7 万人  

小金井市 12 万人  

狛江市 多摩川キリスト教会 201-0005 東京都狛江市岩戸南 4-2-5 

小平市 花小金井キリスト教会 187-0002 東京都小平市花小金井 1-26- 

国分寺市 12 万人  

立川市 立川キリスト教会 190-0023 東京都立川市柴崎町 2-22-13 

多摩市 多摩みぎわキリスト教会 206-0021 東京都多摩市連光寺 6-4-8 

多摩市 多摩ニュータウン 憩いの家教

会 

206-0034 東京都多摩市鶴牧 5-37-3-3 

調布市 調布南キリスト教会 182-0022 東京都調布市国領町 5-15-31 

調布市 調布バプテスト教会 182-0031 東京都調布市野水 1-4-3 

西東京市 ２０万人  

八王子市 八王子めじろ台バプテスト教

会 

193-0833 東京都八王子市めじろ台 2-

15-2 

羽村市 関東プレインズバプテスト教

会 

205-0022 東京都羽村市双葉町 2-10-7 

羽村市 ライフチャーチ 205-0011 東京都羽村市五ノ神 3-1-53 

東久留米市 東久留米バプテスト教会 203-0012 東京都東久留米市新川町 1-

16-4 

東村山市 15 万人  

東大和市 8 万人  

日野市 日野神明キリスト教会 191-0016 東京都日野市神明 2 丁目 12-4 



福生市 福生バプテスト・キリスト教会 197-0012 東京都福生市加美平 1-24-17 

府中市 府中キリスト教会 183-0054 東京都府中市幸町 1-9-7 

町田市 ４３万人  

三鷹市 三鷹バプテスト教会 181-0013 東京都三鷹市下連雀 4-18-3 

三鷹市 仙川キリスト教会 181-0005 東京都三鷹市中原 1-24-8 

三鷹市 恵約宣教伝道所 181-0001 東京都三鷹市井の頭 5-2-27 

武蔵野市 14 万人  

武蔵村山市 ７万人  

   

 

 


