
■東京都 2017.05.22現在

エリア 設置場所 PCJ番号 利用可能時間 住所 営業所名

西武鉄道　下落合駅 PCJ00201 始発～終電 東京都新宿区下落合1-16-1 城西営業所

東京メトロ　西早稲田駅 PCJ00140 始発～終電 東京都新宿区戸山3-18-2 城西営業所

JR東日本　東中野駅 PCJ00091 始発～終電 東京都中野区東中野4丁目 中野営業所

都営地下鉄　東中野駅 PCJ00324 始発～終電 東京都中野区東中野3-8-16 中野営業所

東京メトロ　中野富士見町駅 PCJ00048 24時間受取可能 東京都中野区弥生町5-24-4 中野営業所

レオパレスRX中野坂上 PCJ00028 24時間受取可能 東京都中野区中央1-32-1 中野営業所

レオパレス野方第16 PCJ00189 24時間受取可能 東京都中野区沼袋3-34-2 中野営業所

三井のリパーク中野本町4丁目第2 PCJ00009 24時間受取可能 東京都中野区本町4-33-3 中野営業所

小田急電鉄　代々木上原駅 PCJ00156 始発～終電 東京都渋谷区西原3-8-5 渋谷営業所

笹塚ショッピングモールTWENTY ONE PCJ00070 24時間受取可能 東京都渋谷区笹塚1-48-14 渋谷営業所

京浜急行電鉄　平和島駅 PCJ00077 始発～終電 東京都大田区大森北6-13-11 羽田営業所

京浜急行電鉄　梅屋敷駅 PCJ00301 始発～終電 東京都大田区蒲田2-28-1 羽田営業所

ふじや PCJ00072 24時間受取可能 東京都大田区大森西1-10-9 羽田営業所

パーシモンガーデン PCJ00150 24時間受取可能 東京都大田区東六郷1-10-9 羽田営業所

岩瀬食糧販売 PCJ00073 24時間受取可能 東京都大田区西蒲田4-21-16 羽田営業所

レオパレスCARARU上池台 PCJ00190 24時間 東京都大田区上池台1-24-10 羽田営業所

JR東日本　大井町駅 PCJ00059 始発～終電 東京都品川区大井1丁目 品川営業所

JR東日本　大崎駅 PCJ00113 24時間受取可能 東京都品川区大崎一丁目 品川営業所

京浜急行電鉄　立会川駅 PCJ00337 始発～終電 東京都品川区東大井二丁目 品川営業所

小田急電鉄　成城学園前駅 PCJ00159 始発～終電 東京都世田谷区成城6-5-34 世田谷営業所

小田急電鉄　祖師ヶ谷大蔵駅 PCJ00158 始発～終電 東京都世田谷区祖師谷1-7-1 世田谷営業所

小田急電鉄　経堂駅 PCJ00157 始発～終電 東京都世田谷区経堂2-1-3 世田谷営業所

玉川高島屋S・C PCJ00377 9:30～23：00受取可能 東京都世田谷区玉川3-17-1　玉川髙島屋S・C  西館1階 世田谷営業所

オダクル祖師ヶ谷大蔵第２（駐輪場） PCJ00164 24時間受取可能 東京都世田谷区砧8-11 世田谷営業所

レオパレス菖苑 PCJ00275 24時間受取可能 東京都世田谷区宮坂３－３７－１３ 世田谷営業所

東京メトロ　荻窪駅 PCJ00049 始発～終電 東京都杉並区上荻1丁目31 杉並営業所

レオパレス荻窪第12 PCJ00184 24時間受取可能 東京都杉並区南荻窪2-13-14 杉並営業所

レオパレス荻窪第6 PCJ00183 24時間受取可能 東京都杉並区南荻窪3-1-10 杉並営業所

仁神精米店 PCJ00042 24時間受取可能 東京都杉並区下井草3-27-20 杉並営業所

富岡精米店 PCJ00131 24時間受取可能 東京都杉並区高井戸西3丁目16-13 杉並営業所

千代田区 三菱地所プロパティマネジメント　新有楽町ビル PCJ00038

平日8:00~21:00

土日祝11:00~19:00

※施設点検日を除く

東京都千代田区有楽町1-12-1　地下1階 千代田営業所

中央区 東京メトロ　月島駅 PCJ00142 始発～終電 東京都中央区月島1-3-9先 東京営業所

東久留米市 東邦運輸 PCJ00041 24時間受取可能 東京都東久留米市幸町4-6-12 練馬営業所

西東京市 西武鉄道　田無駅北口第２駐車場 PCJ00103 24時間受取可能 東京都西東京市田無町4-1-1 練馬営業所

西武鉄道　エミオ練馬高野台 PCJ00242 24時間受取可能 東京都練馬区高野台1-7-27 練馬営業所

西武鉄道　エミナード石神井公園第３駐車場 PCJ00101 24時間受取可能 東京都練馬区石神井町3-23-10 練馬営業所

西武鉄道　練馬駅西口バイク駐車場 PCJ00102 24時間受取可能 東京都練馬区練馬1-3-5 練馬営業所

西武鉄道　富士見台駅 PCJ00197 始発～終電 東京都練馬区貫井3-7-4 練馬営業所

都営地下鉄　豊島園駅 PCJ00323 5:00～24:00 東京都練馬区練馬4-14-17 練馬営業所

Big-A 練馬栄町店 PCJ00180 24時間受取可能 東京都練馬区栄町34-3 練馬営業所

カモシタJS PCJ00172 24時間受取可能 東京都練馬区石神井町7-4-1 練馬営業所

白井屋酒店 PCJ00082 24時間受取可能 東京都練馬区豊玉上2-24-11エターナル桜台1階 練馬営業所

毎日新聞　石神井公園販売所 PCJ00204 24時間受取可能 東京都練馬区石神井町4-4-2 練馬営業所

東京メトロ　小竹向原駅 PCJ00002 始発～終電 東京都練馬区小竹町2-16-15 練馬営業所・城北営業所

東京メトロ　平和台駅 PCJ00005 始発～終電 東京都練馬区早宮2-17-48 練馬営業所・城北営業所

東京メトロ　氷川台駅 PCJ00004 始発～終電 東京都練馬区氷川台3-38-18 練馬営業所・城北営業所

東京メトロ　地下鉄赤塚駅 PCJ00006 始発～終電 東京都練馬区北町8-37-16 練馬営業所・城北営業所

東京メトロ　地下鉄成増駅 PCJ00007 始発～終電 東京都板橋区成増2-11-3 練馬営業所・城北営業所

都営地下鉄　西高島平駅 PCJ00320 5:00～24:00 東京都板橋区高島平6-1 城北営業所

都営地下鉄　新高島平駅 PCJ00321 5:00～24:00 東京都板橋区高島平7-1 城北営業所

Big-A 板橋大山店 PCJ00179 24時間受取可能 東京都板橋区大山東町25-13 城北営業所

グランドホール西高島平 PCJ00090 24時間受取可能 東京都板橋区三園２丁目５−２４ 城北営業所

いさみ屋　小竹向原店 PCJ00191 24時間受取可能 東京都板橋区向原3-10-37 城北営業所

JR東日本　池袋駅 PCJ00010 始発～終電 池袋駅 南通路 みどりの窓口となり 城北営業所

西武鉄道　椎名町駅 PCJ00196 始発～終電 東京都豊島区長崎1-1-22 城北営業所

西武鉄道　東長崎駅 PCJ00198 始発～終電 東京都豊島区長崎5-1-1 城北営業所

東京メトロ　千川駅 PCJ00143 始発～終電 東京都豊島区要町3-10-7 城北営業所

Big-A 豊島上池袋店 PCJ00210 24時間受取可能 東京都豊島区上池袋4-18-14 城北営業所

ヤマトクレジットファイナンス PCJ00383 24時間受取可能 東京都豊島区高田3-15-10 城北営業所

アイテラス落合南長崎 PCJ00108 始発～終電 東京都豊島区南長崎4-5-20 城北営業所

キュラーズ東池袋店 PCJ00457 24時間受取可能 東京都豊島区東池袋2-56-3 城北営業所

豊島区

新宿区
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2017.05.22現在

エリア 設置場所 PCJ番号 利用可能時間 住所 営業所名

Big-A 江戸川本一色店 PCJ00233 24時間受取可能 東京都江戸川区本一色3-27-16 台東営業所

江戸川区役所北側 PCJ00123 24時間受取可能 東京都江戸川区中央1-5-1 台東営業所

TMビル PCJ00151 24時間受取可能 東京都江戸川区平井1-14-1 TMビル1F 台東営業所

東京メトロ　葛西駅 PCJ00025 始発～終電 東京都江戸川区中葛西5丁目43 城東営業所

都営地下鉄　篠崎駅 PCJ00322 5:00～24:00 東京都江戸川区篠崎町7-27-1 城東営業所

あぶら屋 PCJ00153 24時間受取可能 東京都江戸川区一之江6-16-15 城東営業所

環七一之江7丁目 PCJ00154 24時間受取可能 東京都江戸川区一之江7-39 城東営業所

メゾン・ド・リプレット PCJ00202 24時間受取可能 東京都江戸川区中葛西3-15-7 城東営業所

カド屋 PCJ00155 24時間受取可能 東京都江戸川区西葛西2-3-17 城東営業所

喜楽屋 PCJ00152 24時間受取可能 東京都江戸川区船堀3-4-11 城東営業所

市川酒店 PCJ00136 24時間受取可能 東京都江戸川区松江5-9-9 城東営業所

ベルク江戸川臨海店 PCJ00392 9:00～23:00 東京都江戸川区臨海町2-3-3 浦安営業所

江東区 コインランドリーwash+　４号店 PCJ00477 24時間受取可能 東京都江戸川区中葛西４－８－１５  城東営業所

墨田区 キュラーズ錦糸町店 PCJ00463 24時間受取可能 東京都墨田区江東橋2-2-6 墨田営業所

Big-A 葛飾西亀有店 PCJ00359 24時間受取可能 東京都葛飾区西亀有1-30-14 荒川営業所

Big-A 葛飾小菅店 PCJ00207 24時間受取可能 東京都葛飾区小菅4-20-31 荒川営業所

Big-A 葛飾東四つ木店 PCJ00208 24時間受取可能 東京都葛飾区東四つ木4-1-16 荒川営業所

Big-A 葛飾東立石店 PCJ00209 24時間受取可能 東京都葛飾区東立石2-15-3 荒川営業所

田端スカイハイツ PCJ00384 24時間受取可能 東京都荒川区西尾久4-12-11 荒川営業所

Big-A 足立東綾瀬店 PCJ00206 24時間受取可能 東京都足立区東綾瀬2-4-7 足立営業所

ベルク足立新田店 PCJ00387 9:00～23:00 東京都足立区新田3-34-3 足立営業所

JR東日本　赤羽駅 PCJ00092 24時間受取可能 東京都北区赤羽1丁目 赤羽営業所

■千葉県 2017.05.22現在

エリア 設置場所 PCJ番号 利用可能時間 住所 営業所名

JR東日本　幕張駅 PCJ00011 始発～終電 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目 千葉北営業所

Big-A 花見川店 PCJ00478 24時間受取可能 千葉県千葉市花見川区柏井1-5-1 千葉北営業所

千葉都市モノレール　作草部駅 PCJ00379 始発～終電 千葉県千葉市稲毛区作草部2-1-19 千葉北営業所

千葉都市モノレール　みつわ台駅 PCJ00378 始発～終電 千葉県千葉市若葉区みつわ台3丁目28 千葉南営業所

千葉都市モノレール　都賀駅 PCJ00380 始発～終電 千葉県千葉市若葉区都賀三丁目31-1 千葉南営業所

緑区役所 PCJ00302 24時間受取可能 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-15-3 千葉南営業所

ベルク フォルテ蘇我店 PCJ00533 9:00～24:00 千葉県千葉市中央区南町2丁目4番１ 千葉中央営業所

ベルク 千葉浜野店 PCJ00424 9:00～24:00 千葉県千葉市中央区村田町1102 千葉中央営業所

高惣商事株式会社 PCJ00031 24時間受取可能 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-5-1タカソープラザ104 千葉北営業所

川島建設 PCJ00065 24時間受取可能 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7-8-1 千葉北営業所

美浜区役所 PCJ00342 24時間受取可能 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1 習志野営業所

高洲コミュニティセンター PCJ00312 24時間受取可能 千葉県千葉市美浜区高洲3-12-1 習志野営業所

Big-A 千葉高浜店 PCJ00370 24時間受取可能 千葉県千葉市美浜区高浜1-10-1 習志野営業所

Big-A 千葉真砂店 PCJ00372 24時間受取可能 千葉県千葉市美浜区真砂5-44-6 習志野営業所

ベルク奏の森店 PCJ00361 8:00～24:00 千葉県習志野市奏の杜2丁目1-1 習志野営業所

JR東日本　津田沼駅 PCJ00014 24時間受取可能 千葉県習志野市津田沼1丁目 習志野営業所

東京メトロ　行徳駅 PCJ00115 始発～終電 千葉県市川市行徳駅前2-4-1 千葉営業所

東京メトロ　南行徳駅 PCJ00026 始発～終電 千葉県市川市相之川4-17-1 千葉営業所

東京メトロ　妙典駅 PCJ00116 始発～終電 千葉県市川市富浜1-2-10 千葉営業所

ダイエー　いちかわコルトンプラザ店 PCJ00021 9:00~22:00 千葉県市川市鬼高1-1-1 2階ダイエー店舗内 千葉営業所

シャポー市川 PCJ00081 7:00～23:00 千葉県市川市市川1-1-1 千葉営業所

ベルクフォルテ行徳店 PCJ00412 9:00～24:00 千葉県市川市加藤新田202-17 千葉営業所

船橋市 マルエツ東習志野店 PCJ00712 24時間受取可能 千葉県船橋市習志野5-2-1 千葉営業所

木更津市 JR東日本　木更津駅（千葉鉄道サービス） PCJ00047 24時間受取可能 千葉県木更津市富士見1丁目 木更津営業所

マルエツ鎌ヶ谷大仏店 PCJ00714 9:00～21:50 千葉県鎌ヶ谷市東初富4-35-1 松戸営業所

新京成電鉄　くぬぎ山駅（西口前） PCJ00366 始発～終電 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山5丁目1番6号 松戸営業所

Big-A 松戸松飛台店 PCJ00738 24時間受取可能 千葉県松戸市松飛台43 松戸営業所

新京成電鉄　元山駅（東口前） PCJ00367 始発～終電 千葉県松戸市五香南1丁目5番1号 松戸営業所

Big-A 八千代ゆりのき台店 PCJ00474 24時間受取可能 千葉県八千代市ゆりのき台2-4 八千代営業所

ベルク八千代緑が丘店 PCJ00410 9:00～24:00 千葉県八千代市大和田新田992-1 八千代営業所

柏市 ベルク柏しこだ店 PCJ00421 9:00～23:00 千葉県柏市篠籠田1470番地 柏営業所

流山市 Big-A 平和台店 PCJ00475 24時間受取可能 千葉県流山市西平井2-4 柏営業所

■埼玉県 2017.05.22現在

エリア 設置場所 PCJ番号 利用可能時間 住所 営業所名

春日部市 道の駅「庄和」 PCJ00069 24時間受取可能 埼玉県春日部市上柳995 久喜営業所

全  116ヶ所

松戸市

八千代市

江戸川区

葛飾区

市川市

千葉市
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足立区


