
2022.5.31現在

エリア 設置場所 住所 利用可能時間

稲城市 JR東日本　稲城長沼駅 東京都稲城市東長沼 24時間

葛飾区 ライフ　奥戸街道店 東京都葛飾区奥戸2-14-25 9:00～21:30

葛飾区 ライフ　奥戸店 東京都葛飾区奥戸3-23-19 9:00～24:00

葛飾区 ビーンズ亀有 東京都葛飾区亀有3-25-1 24時間

葛飾区 ラ・ジェルスアオト 東京都葛飾区高砂1-26-8 24時間

葛飾区 京成電鉄　京成高砂駅 東京都葛飾区高砂5-28-1 始発～終電

葛飾区 京成電鉄　四ツ木駅 東京都葛飾区四つ木1-1-1 始発～終電

葛飾区 コモディイイダ　小菅店 東京都葛飾区小菅3-11-7 9:00～22:00

葛飾区 Big-A　葛飾小菅店 東京都葛飾区小菅4-20-31 24時間

葛飾区 ライフ　水元店 東京都葛飾区水元2-11-5 9:30～24:00

葛飾区 ウエルシア　葛飾水元店 東京都葛飾区水元4-10-23 9:00～24:00

葛飾区 Big-A　葛飾西亀有店 東京都葛飾区西亀有1-30-14 24時間

葛飾区 サミットストア　新小岩駅北口店 東京都葛飾区西新小岩1-3-13 9:00～25:00

葛飾区 ヨークマート　青戸店 東京都葛飾区青戸2-20-6 9:00～22:00

葛飾区 京成電鉄　青砥駅 東京都葛飾区青戸3-36-1 始発～終電

葛飾区 Big-A　葛飾東四つ木店 東京都葛飾区東四つ木4-1-16 24時間

葛飾区 マルエツプチ　新小岩店 東京都葛飾区東新小岩1-18-7 10:00～22:00

葛飾区 マルエツ　東新小岩店 東京都葛飾区東新小岩8-28-1 10:00～22:00

葛飾区 ドラッグセイムス　堀切店 東京都葛飾区東堀切2-11-1 9:00～21:45

葛飾区 Big-A　葛飾東立石店 東京都葛飾区東立石2-15-3 24時間

葛飾区 いなげや　お花茶屋店 東京都葛飾区白鳥1-6-1 9:30～21:30

葛飾区 ライフ　葛飾白鳥店 東京都葛飾区白鳥3-27-8 9:30～22:00

葛飾区 サミットストア　葛飾区役所前店 東京都葛飾区立石4-10-1 9:00～24:00

江戸川区 くすりの福太郎　江戸川1丁目店 東京都江戸川区江戸川1-14-22 24時間

江戸川区 ライフ　鹿骨店 東京都江戸川区鹿骨1-42-3 9:30～22:00

江戸川区 ヤマイチ　鹿骨店 東京都江戸川区鹿骨1-58-2 10:00～20:00

江戸川区 都営地下鉄新宿線　篠崎駅 東京都江戸川区篠崎町7-27-1 5:00～24:00

江戸川区 ライフ　西小岩店 東京都江戸川区西小岩3-35-20 9:30～24:00

江戸川区 サミットストア　西小岩店 東京都江戸川区西小岩3-38-1 9:00～24:00

江戸川区 コモディイイダ　西瑞江店 東京都江戸川区西瑞江3-5-4 9:00～22:00

江戸川区 ライフ　船堀店 東京都江戸川区船堀7-20-22 9:00～21:30

江戸川区 サミットストア　江戸川区役所前店 東京都江戸川区中央1-11-10 9:00～24:00

江戸川区 ヤマイチ　中央店 東京都江戸川区中央2-8-30 9:00～20:00

江戸川区 東京メトロ東西線　葛西駅 東京都江戸川区中葛西5-43-11 始発～終電

江戸川区 ヤマイチ　小岩店 東京都江戸川区東小岩4-1-3 10:00～20:00

江戸川区 東武ストア　南葛西店 東京都江戸川区南葛西2-3-9 9:30～23:00

江戸川区 ツルハドラッグ　南葛西店 東京都江戸川区南葛西4-11-5 24時間

江戸川区 ベイカインド 東京都江戸川区南葛西5-7-2 24時間

江戸川区 コモディイイダ　平井店 東京都江戸川区平井2-25-22 9:00～22:45

江戸川区 コモディイイダ　平井北口店 東京都江戸川区平井7-2-25 9:00～22:00



江戸川区 コモディイイダ　北葛西店 東京都江戸川区北葛西4-16-12 9:00～22:00

江戸川区 ヤマイチ　北葛西店 東京都江戸川区北葛西4-7-8 10:00～20:00

江戸川区 東武ストア　新小岩店 東京都江戸川区本一色1-10-16 24時間

江戸川区 サミットストア　本一色店 東京都江戸川区本一色2-25-12 9:00～23:00

江戸川区 Big-A　江戸川本一色店 東京都江戸川区本一色3-27-16 24時間

江戸川区 ベルク　江戸川臨海店 東京都江戸川区臨海町2-3-3 9:00～23:00

江東区 ライフ　深川猿江店 東京都江東区猿江2-16-8 9:30～25:00

江東区 東京メトロ半蔵門線　住吉駅 東京都江東区猿江2-9-10 始発～終電

江東区 都営地下鉄新宿線　西大島駅 東京都江東区大島2-41-19 5:00～24:00

江東区 東京メトロ有楽町線　辰巳駅 東京都江東区辰巳1-1-44 始発～終電

江東区 ヨークマート　東砂店 東京都江東区東砂1-3-36 24時間

江東区 ライフ　東砂店 東京都江東区東砂2-12-31 9:00～22:00

江東区 豊洲駅地下自転車駐車場 東京都江東区豊洲2-2 4:30～25:30

江東区 メトロコープ第一豊洲 東京都江東区豊洲5-5-36 24時間

江東区 東京メトロ東西線　木場駅 東京都江東区木場5-5-1 始発～終電

荒川区 Big-A　荒川三丁目店 東京都荒川区荒川3-29-8 24時間

荒川区 いなげや　荒川西日暮里店 東京都荒川区西日暮里2-6-13 9:30～22:00

荒川区 コモディイイダ　西尾久店 東京都荒川区西尾久8-30-5 9:00～22:00

荒川区 ウェルパーク　東日暮里一丁目店 東京都荒川区東日暮里1-42-3 9:30～23:00

荒川区 BiVi南千住 東京都荒川区南千住4-7-1 24時間

荒川区 ライフ　南千住店 東京都荒川区南千住6-43-13 9:00～22:00

荒川区 くすりの福太郎　南千住7丁目店 東京都荒川区南千住7-23-10 24時間

国立市 JR東日本　国立駅 東京都国立市北1-14-22 10:00～19:00

渋谷区 笹塚ショッピングモールTWENTY ONE 東京都渋谷区笹塚1-48-14 24時間

渋谷区 小田急電鉄　代々木上原駅 東京都渋谷区西原3-8-5 始発～終電

渋谷区 東京メトロ千代田線　代々木公園駅 東京都渋谷区富ヶ谷1-3-9 始発～終電

小金井市 JR東日本　東小金井駅 東京都小金井市梶野町5-1-1 24時間

小金井市 JR東日本　武蔵小金井駅 東京都小金井市本町6-14-29 24時間

小平市 いなげや　花小金井駅前店 東京都小平市花小金井1-8-3 9:30～23:00

小平市 西武鉄道　小川駅 東京都小平市小川東町1-20-1 始発～終電

小平市 西武リアルティソリューションズ　小平駅北口駐車場 東京都小平市美園町1-314-4 24時間

杉並区 サミットストア　井荻駅前店 東京都杉並区井草3-4-23 9:00～24:00

杉並区 いなげや　杉並桜上水店 東京都杉並区下高井戸2-10-6 10:00～22:00

杉並区 ウエルシア　杉並松ノ木店 東京都杉並区松ノ木2-41-7 9:00～23:00

杉並区 JR東日本　荻窪駅 東京都杉並区上荻1丁目 24時間

杉並区 サミットストア　成田東店 東京都杉並区成田東1-35-12 9:00～23:00

杉並区 東京メトロ丸ノ内線　方南町駅 東京都杉並区堀ノ内1-1-1 始発～終電

杉並区 東京メトロ丸ノ内線　東高円寺駅 東京都杉並区和田3-55-42 始発～終電

世田谷区 サミットストア　砧店 東京都世田谷区砧1-1-2 9:00～23:00

世田谷区 小田急電鉄　祖師ヶ谷大蔵第2駐輪場 東京都世田谷区砧8-11 24時間

世田谷区 玉川高島屋S・C 東京都世田谷区玉川3-17-1 10:00～22:00

世田谷区 ココカラファイン　二子玉川店 東京都世田谷区玉川3-34-2 10:00～21:00



世田谷区 小田急電鉄　経堂駅 東京都世田谷区経堂2-1-3 始発～終電

世田谷区 ライフ　経堂店 東京都世田谷区経堂5-32-6 平日9:30～24:00 土日9:00～24:00

世田谷区 ヨークマート　桜上水店 東京都世田谷区桜上水2-6-9 24時間

世田谷区 マルエツ　中里店 東京都世田谷区上馬2-26-20 24時間

世田谷区 サミットストア　松陰神社前店 東京都世田谷区世田谷4-4-1 9:00～25:00

世田谷区 サミットストア　成城店 東京都世田谷区成城1-3-1 9:00～23:00

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

世田谷区 ウエルシア　世田谷千歳台二丁目店 東京都世田谷区千歳台2-14-8 9:00～23:00

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

世田谷区 ヨークマート　中町店 東京都世田谷区中町5-30-1 24時間

世田谷区 サミットストア　芦花公園駅前店 東京都世田谷区南烏山2-35-6 9:00～25:00

世田谷区 ライフ　千歳烏山店 東京都世田谷区南烏山5-32-1 9:30～23:30

清瀬市 いなげや　秋津駅前店 東京都清瀬市野塩1-337-1 10:00～22:00

西東京市 西武リアルティソリューションズ　田無駅北口第2駐車場 東京都西東京市田無町4-1-1 24時間

西東京市 柳沢六丁目アパート 東京都西東京市柳沢6-4 24時間

千代田区 つくばエクスプレス　秋葉原駅 東京都千代田区神田佐久間町1-6-10 始発～終電

足立区 東京メトロ千代田線　綾瀬駅 東京都足立区綾瀬3-1-1 始発～終電

足立区 ツルハドラッグ　足立綾瀬店 東京都足立区綾瀬6-26-17 24時間

足立区 マルエツ　伊興店 東京都足立区伊興2-21-20 10:00～22:00

足立区 ウエルシア　足立加賀店 東京都足立区加賀2-10-1 9:00～24:00

足立区 ドラッグセイムス　足立花畑店 東京都足立区花畑4-29-3 9:00～21:45

足立区 Big-A　花畑店 東京都足立区花畑4-35-15 24時間

足立区 スギ薬局グループ　足立栗原店 東京都足立区栗原4-16-1 24時間

足立区 Big-A　足立弘道店 東京都足立区弘道1-4-1 24時間

足立区 Big-A　足立舎人店 東京都足立区舎人5-15-5 24時間

足立区 コモディイイダ　舎人店 東京都足立区舎人6-1-6 9:00～21:00

足立区 尾久橋スカイハイツ 東京都足立区小台1-22-2 24時間

足立区 ウエルシア　足立新田店 東京都足立区新田2-6-15 9:00～24:00

足立区 ベルク　足立新田店 東京都足立区新田3-34-3 9:00～23:00

足立区 ライフ　竹の塚店 東京都足立区西伊興4-1-22 9:00～22:00

足立区 ツルハドラッグ　足立西新井店 東京都足立区西新井2-15-5 24時間

足立区 マルエツ　西新井店 東京都足立区西新井2-26-16 10:00～22:00

足立区 Big-A　足立西新井店 東京都足立区西新井4-1-17 24時間

足立区 ウエルシア　足立西新井店 東京都足立区西新井4-32-14 24時間

足立区 ライフ　江北駅前店 東京都足立区西新井本町2-31-20 平日9:30～24:00 土日9:00～24:00

足立区 Big-A　足立西新井本町店 東京都足立区西新井本町4-25-5 24時間

足立区 ドラッグセイムス　足立青井店 東京都足立区青井5-8-8 9:00～21:45

足立区 東京メトロ千代田線　北千住駅 東京都足立区千住2-63 始発～終電

足立区 北千住駅前駐輪場 東京都足立区千住3-92 6:00～25:30

足立区 京成電鉄　千住大橋駅 東京都足立区千住橋戸町11-1 始発～終電

足立区 京成電鉄　京成関屋駅 東京都足立区千住曙町2-2 始発～終電

足立区 ライフ　扇大橋駅前店 東京都足立区扇2-26-1 9:30～24:00



足立区 Big-A　足立扇店 東京都足立区扇2-39-12 24時間

足立区 東武不動産　五反野第1駐輪場 東京都足立区足立3-967-2 24時間

足立区 ライフ　大谷田店 東京都足立区大谷田5-18-11 9:30～22:00

足立区 Big-A　足立谷中店 東京都足立区谷中5-4-18 24時間

足立区 Big-A　足立東綾瀬店 東京都足立区東綾瀬2-4-7 24時間

足立区 コモディイイダ　竹の塚東店 東京都足立区東保木間2-9-17 9:00～21:45

足立区 マルエツ　東和店 東京都足立区東和1-29-8 10:00～21:00

足立区 Big-A　足立東和店 東京都足立区東和2-2-5 24時間

足立区 Big-A　足立南花畑店 東京都足立区南花畑5-7-9 24時間

足立区 マルエツ　足立入谷店 東京都足立区入谷1-26-15 10:00～21:00

足立区 東武不動産　梅島第1駐輪場 東京都足立区梅田8-475-3 24時間

足立区 つくばエクスプレス　六町駅 東京都足立区六町4-1-1 始発～終電

足立区 ライフ　六町駅前店 東京都足立区六町4-3-1 24時間

多摩市 小田急電鉄　唐木田駅 東京都多摩市唐木田1-2-1 始発～終電

大田区 東武ストア　下丸子店 東京都大田区下丸子2-11-18 24時間

大田区 京浜急行電鉄　梅屋敷駅 東京都大田区蒲田2-28-1 始発～終電

大田区 ウエルシア　大田上池台店 東京都大田区上池台4-21-7 9:00～23:00

大田区 ライフ　西蒲田店 東京都大田区西蒲田7-51-15 9:30～24:00

大田区 ウエルシア　大田西六郷店 東京都大田区西六郷4-36-8 9:00～23:00

大田区 京浜急行電鉄　糀谷駅 東京都大田区西糀谷4-13-19 始発～終電

大田区 サミットストア　大田千鳥町店 東京都大田区千鳥3-15-7 9:00～24:00

大田区 サミットストア　大森西店 東京都大田区大森西4-5-6 9:00～23:00

大田区 マルエツ　大森東店 東京都大田区大森東5-23-1 9:00～21:00

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

大田区 サミットストア　池上8丁目店 東京都大田区池上8-21-3 9:00～22:00

大田区 ライフ　東馬込店 東京都大田区東馬込2-16-4 9:00～24:00

大田区 東武ストア　東矢口店 東京都大田区東矢口3-19-1 24時間

大田区 コモディイイダ　東糀谷店 東京都大田区東糀谷2-4-10 9:00～21:45

大田区 ニュー馬込ハウス 東京都大田区北馬込1-30-1 24時間

大田区 都営地下鉄浅草線　馬込駅 東京都大田区北馬込2-31-9 5:00～24:00

中央区 東京メトロ有楽町線　月島駅 東京都中央区月島1-3-9 始発～終電

中野区 マルエツ　中野若宮店 東京都中野区若宮2-42-1 10:00～22:00

中野区 ライフ　中野新井店 東京都中野区新井3-8-12 9:30～22:00

中野区 マルエツプチ　大和町店 東京都中野区大和町1-4-2 24時間

中野区 ライフ　中野坂上店 東京都中野区中央1-36-3 9:30～25:00

中野区 ライフ　中野駅前店 東京都中野区中野5-33-13 月～土9:30～25:00 日9:00～25:00

中野区 ライフ　東中野店 東京都中野区東中野3-9-7 9:00～25:00

中野区 サミットストア　東中野店 東京都中野区東中野4-5-10 9:00～25:00

中野区 JR東日本　東中野駅 東京都中野区東中野4丁目 始発～終電

中野区 東京メトロ丸ノ内線　中野坂上駅 東京都中野区本町2-48-2 始発～終電

中野区 東京メトロ丸ノ内線　中野富士見町駅 東京都中野区弥生町5-24-4 始発～終電

町田市 小田急電鉄　玉川学園前駅 東京都町田市玉川学園2-21-9 始発～終電



町田市 小田急電鉄　町田駅 東京都町田市原町田6-12-20 始発～終電

東久留米市 西武鉄道　東久留米駅 東京都東久留米市東本町1-8 始発～終電

東村山市 久米川駅南口第1駐輪場 東京都東村山市栄町2-29-2 24時間

東村山市 秋津駅第1駐輪場 東京都東村山市秋津町5-8-12 24時間

東村山市 東村山駅西口地下駐輪場 東京都東村山市野口町1-41 4:30～26:00

日野市 JR東日本　豊田駅 東京都日野市豊田4丁目 始発～終電

八王子市 イーアス高尾 東京都八王子市東浅川町550-1 24時間

八王子市 NPC24H　南大沢駅前パーキング（建物内） 東京都八王子市南大沢4-2-1 24時間

板橋区 いさみ屋　小竹向原店 東京都板橋区向原3-10-37 24時間

板橋区 UR高島平団地 東京都板橋区高島平3-10 24時間

板橋区 Big-A　板橋坂下店 東京都板橋区坂下2-14 24時間

板橋区 コモディイイダ　食彩館桜川店 東京都板橋区桜川3-23-2 9:00～22:00

板橋区 サミットストア　志村店 東京都板橋区志村3-26-4 9:00～24:00

板橋区 ヨークマート　小豆沢店 東京都板橋区小豆沢3-9-5 9:00～22:00

板橋区 東武鉄道 東上線　ときわ台駅 東京都板橋区常盤台1-43-1 始発～終電

板橋区 東京メトロ有楽町線　地下鉄成増駅 東京都板橋区成増2-11-3 始発～終電

板橋区 東武鉄道 東上本線　下赤塚駅 東京都板橋区赤塚新町1-23-1 始発～終電

板橋区 ライフ　前野町店 東京都板橋区前野町1-20-18 9:30～23:30

板橋区 Big-A　板橋大山店 東京都板橋区大山東町25-13 24時間

板橋区 Big-A　山手通り中丸町店 東京都板橋区中丸町12-4 24時間

板橋区 ウエルシア　板橋徳丸店 東京都板橋区徳丸6-3-2 10:00～21:00

板橋区 都営地下鉄三田線　新板橋駅 東京都板橋区板橋1-53-17 始発～終電

品川区 サミットストア　荏原4丁目店 東京都品川区荏原4-17-6 9:00～23:00

品川区 SOCIAL APARTMENT大森 東京都品川区南大井3-14-16 24時間

品川区 ツルハドラッグ　南品川店 東京都品川区南品川3-6-8 24時間

武蔵野市 アトレ吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 24時間

武蔵野市 JR東日本　武蔵境駅 東京都武蔵野市境南町2-1-12 24時間

豊島区 西武リアルティソリューションズ　東長崎駅南口駐輪場 東京都豊島区南長崎5-33-12 24時間

豊島区 東京メトロ有楽町線　要町駅 東京都豊島区要町1-1-10 始発～終電

豊島区 東京メトロ有楽町線　千川駅 東京都豊島区要町3-10-7 始発～終電

北区 東京メトロ南北線　王子駅 東京都北区王子1-10-18 始発～終電

北区 東武ストア　王子店 東京都北区王子1-4-1 9:00～26:00

北区 サミットストア　王子桜田通り店 東京都北区王子5-1-40 9:00～23:00

北区 サミットストア　王子店 東京都北区王子6-9-10 9:00～25:00

北区 東京メトロ南北線　志茂駅 東京都北区志茂2-1-18 始発～終電

北区 JR東日本　上中里駅 東京都北区上中里1-47-31 始発～終電

北区 東京メトロ南北線　西ヶ原駅 東京都北区西ケ原2-3-8 始発～終電

北区 JR東日本　赤羽駅 東京都北区赤羽1丁目 24時間

北区 マルエツ　赤羽台店 東京都北区赤羽台2-4-53 9:00～22:00

北区 ウエルシア　浮間店 東京都北区浮間2-12-24 立石コーポラス１F 10:00～24:00

北区 コモディイイダ　北赤羽店 東京都北区浮間3-33-18 9:00～22:00

墨田区 東京メトロ半蔵門線　押上駅 東京都墨田区押上1-1-65 始発～終電



墨田区 横川五丁目第2アパート 東京都墨田区横川5-9 24時間

墨田区 ライフ　菊川店 東京都墨田区菊川1-18-5 9:30～24:00

墨田区 京成電鉄　京成曳舟駅 東京都墨田区京島1-37-11 始発～終電

墨田区 コモディイイダ　東向島店 東京都墨田区東向島1-28-10 9:00～21:45

墨田区 京成電鉄　八広駅 東京都墨田区八広6-25-20 始発～終電

墨田区 コーポときわ 東京都墨田区文花2-3-17 24時間

立川市 西武鉄道　玉川上水駅 東京都立川市幸町6-36-1 始発～終電

練馬区 Big-A　練馬栄町店 東京都練馬区栄町34-3 24時間

練馬区 ライフ　新桜台駅前店 東京都練馬区栄町46-11 9:30～24:00

練馬区 ヨークマート　石神井店 東京都練馬区下石神井1-2-8 24時間

練馬区 いなげや　下石神井店 東京都練馬区下石神井4-34-26 9:30～22:00

練馬区 コモディイイダ　中村橋店 東京都練馬区貫井1-18-3 9:00～22:00

練馬区 西武鉄道　富士見台駅 東京都練馬区貫井3-7-4 始発～終電

練馬区 いなげや　練馬上石神井南店 東京都練馬区関町南1-9-36 10:00～22:00

練馬区 アビデブランシュ関町 東京都練馬区関町北2-14-9 24時間

練馬区 マルエツ　練馬高松店 東京都練馬区高松2-26-6 10:00～22:00

練馬区 西武リアルティソリューションズ　エミオ練馬高野台 東京都練馬区高野台1-7-27 24時間

練馬区 西武リアルティソリューションズ　桜台駅 東京都練馬区桜台1-5-1 5:00～25:00

練馬区 サミットストア　氷川台駅前店 東京都練馬区桜台3-45-8 9:00～25:00

練馬区 東京メトロ有楽町線　小竹向原駅 東京都練馬区小竹町2-16-15 始発～終電

練馬区 サミットストア　石神井公園店 東京都練馬区石神井町2-12-21 9:00～23:00

練馬区 東京メトロ有楽町線　平和台駅 東京都練馬区早宮2-17-48 始発～終電

練馬区 ヨークマート　練馬平和台店 東京都練馬区早宮2-2-28 24時間

練馬区 レオネクスト　Smile 東京都練馬区田柄3-23-11 24時間

練馬区 ライフ　土支田店 東京都練馬区土支田2-30-14 9:30～22:00

練馬区 全日食チェーン　大泉学園店 東京都練馬区東大泉4-31-10 24時間

練馬区 いなげや　ina21練馬東大泉店 東京都練馬区東大泉6-48-1 9:30～21:00

練馬区 いなげや　練馬南大泉店 東京都練馬区南大泉1-6-15 9:30～21:30

練馬区 コモディイイダ　大泉店 東京都練馬区南大泉4-50-10 9:00～22:00

練馬区 マルエツ　南大泉店 東京都練馬区南大泉5-30-10 10:00～22:00

練馬区 ツルハドラッグ　練馬南田中店 東京都練馬区南田中3-17-24 24時間

練馬区 東京メトロ有楽町線　氷川台駅 東京都練馬区氷川台3-38-18 始発～終電

練馬区 東京メトロ有楽町線　地下鉄赤塚駅 東京都練馬区北町8-37-16 始発～終電

練馬区 西武鉄道　練馬駅 東京都練馬区練馬1-3-5 始発～終電

練馬区 西武リアルティソリューションズ　練馬駅西口バイク駐車場 東京都練馬区練馬1-7-6 24時間

横須賀市 京浜急行電鉄　京急久里浜駅 神奈川県横須賀市久里浜4-4-10 始発～終電

横浜市旭区 相模鉄道　鶴ヶ峰駅 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2-78 始発～終電

横浜市磯子区 JR東日本　洋光台駅 神奈川県横浜市磯子区洋光台3-15 始発～終電

横浜市金沢区 京浜急行電鉄　金沢文庫駅　西口 神奈川県横浜市金沢区谷津町384 始発～終電

横浜市港南区 横浜市営地下鉄　上永谷駅 神奈川県横浜市港南区丸山台1-1-1 始発～終電

横浜市港南区 mioka B1F通路 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5 始発～終電（市営地下鉄）

横浜市港北区 横浜市営地下鉄　日吉駅 神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1 始発～終電



横浜市神奈川区 JR東日本　新子安駅 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目 始発～終電

横浜市西区 横浜市営地下鉄　横浜駅 神奈川県横浜市西区南幸1-9 始発～終電

横浜市青葉区 横浜市営地下鉄　あざみ野駅 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-2-20 始発～終電

横浜市中区 JR東日本　石川町駅 神奈川県横浜市中区石川町2丁目 始発～終電

横浜市都筑区 横浜市営地下鉄　センター南駅 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央1-1 始発～終電

横浜市南区 京浜急行電鉄　弘明寺駅 神奈川県横浜市南区弘明寺町山下267 始発～終電

海老名市 小田急電鉄　海老名駅 神奈川県海老名市めぐみ町1-1 始発～終電

鎌倉市 NPC24H　大船駅前パーキング 神奈川県鎌倉市大船1-3-9 24時間

茅ヶ崎市 JR東日本　茅ケ崎駅 神奈川県茅ヶ崎市元町1丁目 24時間

茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎2 神奈川県茅ヶ崎市浜見平3-1 24時間

厚木市 小田急電鉄　愛甲石田駅 神奈川県厚木市愛甲1-1-1 始発～終電

座間市 小田急電鉄　相武台前駅 神奈川県座間市相武台1-33-1 始発～終電

秦野市 小田急電鉄　秦野駅 神奈川県秦野市大秦町1-1 始発～終電

秦野市 小田急電鉄　東海大学前駅 神奈川県秦野市南矢名1-1-1 始発～終電

川崎市川崎区 京浜急行電鉄　京急川崎駅 神奈川県川崎市川崎区砂子1-3-1 始発～終電

川崎市川崎区 八丁畷駅前（有限会社なわてや） 神奈川県川崎市川崎区池田1-15-11 24時間

川崎市多摩区 小田急電鉄　生田駅 神奈川県川崎市多摩区生田7-8-4 始発～終電

川崎市多摩区 小田急電鉄　読売ランド前駅 神奈川県川崎市多摩区西生田3-8-1 24時間

川崎市多摩区 小田急電鉄　向ヶ丘遊園駅 神奈川県川崎市多摩区登戸2098 24時間

川崎市中原区 JR東日本　武蔵小杉駅 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目 24時間

川崎市中原区 JR東日本　武蔵中原駅 神奈川県川崎市中原区上小田中6丁目 始発～終電

川崎市麻生区 小田急電鉄　栗平駅 神奈川県川崎市麻生区栗平2-1-1 始発～終電

川崎市麻生区 小田急電鉄　五月台駅 神奈川県川崎市麻生区五力田3-18-1 始発～終電

川崎市麻生区 小田急電鉄　黒川駅 神奈川県川崎市麻生区南黒川4-1 始発～終電

川崎市麻生区 小田急電鉄　百合ヶ丘駅 神奈川県川崎市麻生区百合丘1-21-1 始発～終電

相模原市中央区 JR東日本　淵野辺駅 神奈川県相模原市中央区淵野辺3-5 24時間

相模原市南区 快活CLUB　相模大野駅前店 神奈川県相模原市南区相模大野3-12-10 24時間

相模原市南区 ライフ　相模大野駅前店 神奈川県相模原市南区相模大野3-2-1 9:00～25:00

相模原市南区 小田急電鉄　相模大野駅 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 始発～終電

相模原市緑区 JR東日本　橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本2-3-2 始発～終電

大和市 LAPLA中央林間 神奈川県大和市中央林間8-25-8 8:00～23:00 元旦は休業のため不可

大和市 小田急電鉄　鶴間駅 神奈川県大和市西鶴間1-1-1 始発～終電

大和市 小田急電鉄　大和駅 神奈川県大和市大和南1-1-1 始発～終電

大和市 ドキわくランド　大和駅前店 神奈川県大和市中央2-5-3 24時間

大和市 小田急電鉄　南林間駅 神奈川県大和市南林間1-6-11 始発～終電

藤沢市 小田急電鉄　長後駅 神奈川県藤沢市下土棚472 始発～終電

藤沢市 ウエルシア　六会日大前駅東口店 神奈川県藤沢市亀井野1-9-11 9:00～23:00

藤沢市 一平不動産　湘南台駅前店 神奈川県藤沢市湘南台1-4-11 24時間

藤沢市 小田急電鉄　湘南台駅 神奈川県藤沢市湘南台2-15 始発～終電

藤沢市 JR東日本　藤沢駅 神奈川県藤沢市藤沢 24時間

平塚市 OSC湘南シティ 神奈川県平塚市代官町33-1 24時間

さいたま市大宮区 JR東日本　大宮駅 埼玉県さいたま市大宮区錦町434-4 始発～終電



さいたま市緑区 埼玉高速鉄道　浦和美園駅 埼玉県さいたま市緑区美園4-12 始発～終電

吉川市 JR東日本　吉川駅 埼玉県吉川市木売1丁目 始発～終電

狭山市 西武リアルティソリューションズ　エミオ狭山市 埼玉県狭山市入間川1-1-1 24時間

戸田市 JR東日本　戸田公園駅 埼玉県戸田市本町4丁目 始発～終電

坂戸市 ウエルシア　坂戸若葉駅東口店 埼玉県坂戸市千代田3-15-1 9:00～24:00

三郷市 JR東日本　新三郷駅 埼玉県三郷市新三郷ららシティ2丁目 始発～終電

所沢市 西武鉄道　小手指駅 埼玉県所沢市小手指町1-8-1 始発～終電

所沢市 JR東日本　東所沢駅 埼玉県所沢市東所沢5丁目 24時間

所沢市 西武鉄道　新所沢駅 埼玉県所沢市緑町1-21-25 始発～終電

上尾市 JR東日本　上尾駅 埼玉県上尾市柏座1丁目 始発～終電

上尾市 P・A・P・A上尾ショッピングアヴェニュー 埼玉県上尾市緑丘3-3-11 24時間

新座市 OSCデオシティ新座 埼玉県新座市中野2-1-38 24時間

東松山市 東武鉄道 東上線　高坂駅 埼玉県東松山市高坂1333-2 始発～終電

南埼玉郡宮代町 東武鉄道 伊勢崎線　東武動物公園駅 埼玉県南埼玉郡宮代町百間2-3-24 始発～終電

入間市 西武リアルティソリューションズ　西武入間ペペ 埼玉県入間市河原町2-1 24時間

飯能市 西武リアルティソリューションズ　西武飯能ペペ 埼玉県飯能市仲町11-21 7:00～20:00

市川市 東京メトロ東西線　行徳駅 千葉県市川市行徳駅前2-4-1 始発～終電

市川市 東京メトロ東西線　南行徳駅 千葉県市川市相之川4-17-1 始発～終電

市川市 シャポー本八幡 千葉県市川市八幡2-17-1 5:30～24:00

市川市 東京メトロ東西線　妙典駅 千葉県市川市富浜1-2-10 始発～終電

習志野市 マルエツ　大久保駅前店 千葉県習志野市大久保1-11-20 9:00～22:00

習志野市 新京成電鉄　新津田沼駅 千葉県習志野市津田沼1-10-35 始発～終電

習志野市 JR東日本　津田沼駅 千葉県習志野市津田沼1丁目 24時間

習志野市 京成電鉄　京成津田沼駅 千葉県習志野市津田沼3-1-1 始発～終電

松戸市 新京成電鉄　八柱駅 千葉県松戸市日暮1-1-16 始発～終電

船橋市 東葉高速鉄道　北習志野駅 千葉県船橋市習志野台3-1-1 始発～終電

船橋市 新京成電鉄　北習志野駅 千葉県船橋市習志野台2-1-6 始発～終電

船橋市 東葉高速鉄道　船橋日大前駅 千葉県船橋市坪井東1-4-1 始発～終電

船橋市 京成電鉄　京成船橋駅 千葉県船橋市本町1-5-1 始発～終電

柏市 ウエルシア　南柏駅西口店 千葉県柏市南柏1-8-16 24時間

柏市 JR東日本　柏駅 千葉県柏市柏1丁目 24時間

八千代市 京成電鉄　勝田台駅 千葉県八千代市勝田台1-8-1 始発～23:00

八千代市 京成電鉄　八千代台駅 千葉県八千代市八千代台北1-0 始発～終電

八千代市 東葉高速鉄道　八千代緑が丘駅 千葉県八千代市緑が丘1-1104-3 24時間

流山市 つくばエクスプレス　南流山駅 千葉県流山市南流山2-1 始発～終電

取手市 JR東日本　取手駅 茨城県取手市中央町 24時間

守谷市 関東鉄道　守谷駅 茨城県守谷市中央2-18-3 始発～終電

松山市 フジ　フジ安城寺店 愛媛県松山市安城寺町571-1 9:00～22:00

松山市 フジ　フジ古川店 愛媛県松山市古川北3-19-14 24時間

松山市 フジ　フジ藤原店 愛媛県松山市藤原2-4-62 9:00～25:00

全３３３ヶ所


