
2022.11.30現在

エリア 設置場所 住所 利用可能時間

旭川市 サツドラ　旭川4条通店 北海道旭川市４条通10-2189-1 9:00～23:00

旭川市 ヤマト運輸　旭川旭町センター 北海道旭川市旭町１条6-841 24時間

旭川市 ヤマト運輸　上川センター 北海道旭川市永山北１条9-20-1 24時間

旭川市 JR北海道　旭川駅 北海道旭川市宮下通8-3-1 始発～終電

旭川市 ヤマト運輸　旭川曙センター 北海道旭川市曙北２条8-1-7 24時間

旭川市 ヤマト運輸　神楽センター 北海道旭川市神楽４条10-4-21 24時間

旭川市 サツドラ　旭川大町2条店 北海道旭川市大町２条7-77-12 9:00～23:00

旭川市 ヤマト運輸　駅前東センター 北海道旭川市東６条3-33 24時間

旭川市 東芝ホクト電子株式会社 北海道旭川市南５条通23-1975 24時間

旭川市 サツドラ　旭川豊岡4条店 北海道旭川市豊岡４条3-6-13 9:00～23:00

旭川市 ヤマト運輸　豊岡センター 北海道旭川市豊岡４条6-9-19 24時間

旭川市 ヤマト運輸　旭川末広センター 北海道旭川市末広７条4-5315-29 24時間

旭川市 ヤマト運輸　永山センター 北海道旭川市流通団地２条5-48 24時間

旭川市 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東２条1-1-1 7:00～19:00 土日祝･年末年始除く

虻田郡倶知安町 ヤマト運輸　倶知安センター 北海道虻田郡倶知安町比羅夫61-17 24時間

伊達市 ヤマト運輸　伊達センター 北海道伊達市末永町9-14 24時間

浦河郡浦河町 ヤマト運輸　浦河センター 北海道浦河郡浦河町堺町西1-83-75 24時間

河西郡芽室町 ヤマト運輸　東芽室センター 北海道河西郡芽室町東芽室基線18-101 24時間

河東郡音更町 サツドラ　音更店 北海道河東郡音更町木野大通西11-2-2 9:00～23:00

河東郡音更町 ヤマト運輸　音更東センター 北海道河東郡音更町木野大通東13-4-6 24時間

茅部郡森町 ヤマト運輸　北海道森センター 北海道茅部郡森町森川町291-86 24時間

岩見沢市 ヤマト運輸　岩見沢4条通センター 北海道岩見沢市四条東13-11 24時間

亀田郡七飯町 ヤマト運輸　あかまつ街道センター 北海道亀田郡七飯町大川1-6-5 24時間

釧路郡釧路町 ヤマト運輸　釧路桂木センター 北海道釧路郡釧路町桂木5-13 24時間

釧路市 ヤマト運輸　釧路城山センター 北海道釧路市城山1-3-3 24時間

釧路市 ヤマト運輸　釧路昭和センター 北海道釧路市星が浦大通5-1-7 24時間

釧路市 ヤマト運輸　釧路中央センター 北海道釧路市南浜町1-5 24時間

恵庭市 サツドラ　恵庭新町店 北海道恵庭市新町30-1 9:00～21:45

恵庭市 ヤマト運輸　恵庭柏陽センター 北海道恵庭市柏陽町3-1-10 24時間

江別市 ヤマト運輸　江別中央センター 北海道江別市中央町43 24時間

江別市 酪農学園大学 北海道江別市文京台緑町582 6:00～23:00

江別市 ヤマト運輸　江別白樺通センター 北海道江別市緑ケ丘22-11 24時間

札幌市厚別区 ヤマト運輸　札幌厚別東センター 北海道札幌市厚別区厚別西一条5-4-1 24時間

札幌市厚別区 JR北海道　新札幌駅 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5-6-1 始発～終電

札幌市手稲区 JR北海道　手稲駅 北海道札幌市手稲区手稲本町一条4丁目 始発～終電

札幌市手稲区 ヤマト運輸　札幌前田センター 北海道札幌市手稲区曙四条1-7-1 24時間

札幌市手稲区 ヤマト運輸　札幌新発寒センター 北海道札幌市手稲区新発寒六条1-4-40 24時間

札幌市手稲区 サツドラ　西宮の沢4条店 北海道札幌市手稲区西宮の沢四条2-4-1 9:00～22:00

札幌市手稲区 北海道科学大学 北海道札幌市手稲区前田七条15-4-1 24時間

札幌市手稲区 サツドラ　手稲前田2条店 北海道札幌市手稲区前田二条13-3-20 9:00～19:00



札幌市清田区 サツドラ　清田2条店 北海道札幌市清田区清田二条2-20-20 9:00～21:45

札幌市清田区 ヤマト運輸　札幌美しが丘センター 北海道札幌市清田区美しが丘一条2-1-30 24時間

札幌市清田区 サツドラ　北野6条店 北海道札幌市清田区北野六条2-14-1 9:00～22:00

札幌市西区 札幌市交通局　宮の沢駅 北海道札幌市西区宮の沢一条1丁目 始発～終電

札幌市西区 札幌市交通局　琴似駅 北海道札幌市西区琴似一条5丁目 始発～終電

札幌市西区 JR北海道　琴似駅 北海道札幌市西区琴似二条1丁目 始発～終電

札幌市西区 サツドラ　山の手店 北海道札幌市西区山の手三条6-5-15 9:00～22:00

札幌市西区 サツドラ　西町南店 北海道札幌市西区西町南4-1-10 9:00～22:00

札幌市西区 サツドラ　西野8条店 北海道札幌市西区西野八条4-11-22 9:00～24:00

札幌市西区 サツドラ　二十四軒店 北海道札幌市西区二十四軒四条1-2-20 9:00～22:00

札幌市西区 サツドラ　琴似八軒店 北海道札幌市西区八軒六条西1-1-6 9:00～22:00

札幌市西区 サツドラ　発寒5条店 北海道札幌市西区発寒五条8-1-37 9:00～22:00

札幌市西区 ヤマト運輸　札幌発寒南センター 北海道札幌市西区発寒六条4-6-7 24時間

札幌市中央区 サツドラ　宮の森3条店 北海道札幌市中央区宮の森三条2-5-1 9:00～22:00

札幌市中央区 札幌市交通局　大通駅 北海道札幌市中央区大通西 始発～終電

札幌市中央区 サツドラ　南11条店 北海道札幌市中央区南十一条西10-2-1 9:00～24:00

札幌市中央区 サツドラ　伏見啓明店 北海道札幌市中央区南十三条西22-1-15 9:00～22:00

札幌市中央区 サツドラ　山鼻南14条店 北海道札幌市中央区南十四条西15-2-12 9:00～21:45

札幌市中央区 Flat大通公園南 北海道札幌市中央区南二条西6-7-2 24時間

札幌市中央区 サツドラ　旭ヶ丘南8条店 北海道札幌市中央区南八条西23-4-1 9:00～21:50

札幌市中央区 さっぽろ創世スクエア 北海道札幌市中央区北一条西1-6 24時間

札幌市中央区 JR北海道　桑園駅 北海道札幌市中央区北十一条西15丁目 始発～終電

札幌市中央区 ヤマト運輸　札幌円山南センター 北海道札幌市中央区北十条西19-36-190 24時間

札幌市東区 ヤマト運輸　札幌元町センター 北海道札幌市東区伏古六条3-4-17 24時間

札幌市東区 ヤマト運輸　札幌丘珠センター 北海道札幌市東区北三十七条東25-1-17 24時間

札幌市東区 札幌市交通局　栄町駅 北海道札幌市東区北四十二条東15丁目 始発～終電

札幌市東区 ヤマト運輸　札幌苗穂センター 北海道札幌市東区北十条東17-1 24時間

札幌市東区 サツドラ　北8条店 北海道札幌市東区北八条東4-1-20 9:00～21:50

札幌市南区 ヤマト運輸　札幌川沿センター 北海道札幌市南区石山東1-3-1 24時間

札幌市南区 ヤマト運輸　札幌藤野センター 北海道札幌市南区藤野二条6-5-1 24時間

札幌市白石区 ヤマト運輸　札幌菊水センター 北海道札幌市白石区菊水九条2-2-5 24時間

札幌市白石区 ヤマト運輸　東札幌センター 北海道札幌市白石区菊水元町二条2-1-1 24時間

札幌市白石区 サツドラ　川下店 北海道札幌市白石区川下三条5-1-26 9:00～21:00

札幌市白石区 札幌市交通局　白石バスターミナル 北海道札幌市白石区東札幌二条6-5-1 6:00～23:30

札幌市白石区 札幌市交通局　南郷7丁目駅 北海道札幌市白石区南郷通7丁目南 始発～終電

札幌市白石区 ヤマト運輸　北郷センター 北海道札幌市白石区北郷二条11-3-16 24時間

札幌市白石区 サツドラ　本郷店 北海道札幌市白石区本郷通4-南1-20 9:00～23:00

札幌市白石区 サツドラ　白石本通店 北海道札幌市白石区本通13-南5-1 9:00～22:00

札幌市豊平区 サツドラ　月寒西1条店 北海道札幌市豊平区月寒西一条11-3-1 9:00～21:45

札幌市豊平区 ヤマト運輸　札幌月寒中央センター 北海道札幌市豊平区月寒西二条9-1-1 24時間

札幌市豊平区 サツドラ　中の島店 北海道札幌市豊平区中の島二条2-3-3 9:00～20:00

札幌市豊平区 ヤマト運輸　平岸センター 北海道札幌市豊平区平岸三条2-12-1 24時間



札幌市豊平区 ヤマト運輸　札幌豊平センター 北海道札幌市豊平区豊平一条10-4-11 24時間

札幌市豊平区 サツドラ　豊平3条店 北海道札幌市豊平区豊平三条2-1-35 10:00～23:00

札幌市北区 ヤマト運輸　札幌篠路センター 北海道札幌市北区篠路二条10-11 24時間

札幌市北区 サツドラ　新琴似6番通店 北海道札幌市北区新琴似十一条5-1-43 9:00～21:00

札幌市北区 サツドラ　新琴似店 北海道札幌市北区新琴似二条8-1-10 9:00～23:00

札幌市北区 ヤマト運輸　札幌屯田センター 北海道札幌市北区太平九条1-3-10 24時間

札幌市北区 サツドラ　屯田店 北海道札幌市北区屯田九条3-1-1 9:00～23:00

札幌市北区 札幌市交通局　麻生バスターミナル 北海道札幌市北区北三十九条西4-320 6:00～18:30

札幌市北区 ヤマト運輸　札幌麻生センター 北海道札幌市北区北三十二条西2-1-18 24時間

札幌市北区 札幌市交通局　北24条バスターミナル 北海道札幌市北区北二十三条西4-2-1 6:00～23:40

室蘭市 室蘭工業大学生活協同組合 北海道室蘭市水元町36-8 24時間

室蘭市 ヤマト運輸　室蘭東センター 北海道室蘭市中島町4-3-1 24時間

小樽市 サツドラ　小樽長橋店 北海道小樽市長橋4-6-9 9:00～22:00

小樽市 サツドラ　小樽緑店 北海道小樽市緑1-9-1 9:00～23:00

深川市 サツドラ　深川店 北海道深川市三条18-28 9:00～22:00

石狩市 ヤマト運輸　花川センター 北海道石狩市花川東一条3-4-1 24時間

赤平市 ヤマト運輸　赤平センター 北海道赤平市平岸東町2-2-3 24時間

千歳市 サツドラ　千歳高台店 北海道千歳市高台5-7-12 9:00～24:00

千歳市 ヤマト運輸　千歳北斗センター 北海道千歳市北斗2-2-1 24時間

千歳市 サツドラ　千歳末広店 北海道千歳市末広4-3-1 9:00～21:45

千歳市 ヤマト運輸　千歳旭ヶ丘センター 北海道千歳市流通2-3-10 24時間

帯広市 ヤマト運輸　西帯広センター 北海道帯広市西十九条南4-2-33 24時間

帯広市 サツドラ　帯広西15条店 北海道帯広市西十五条北1-1-4 9:00～23:00

帯広市 ヤマト運輸　帯広清流センター 北海道帯広市西十条南34-1 24時間

帯広市 サツドラ　帯広東店 北海道帯広市東五条南11-6 10:00～20:00

中川郡池田町 サツドラ　池田店 北海道中川郡池田町利別南町26-4 9:00～20:00

中川郡幕別町 サツドラ　幕別札内店 北海道中川郡幕別町札内暁町4-2 9:00～22:00

登別市 ヤマト運輸　室蘭センター 北海道登別市鷲別町6-37-1 24時間

苫小牧市 ヤマト運輸　苫小牧沼ノ端センター 北海道苫小牧市ウトナイ北2-1-16 24時間

苫小牧市 ヤマト運輸　苫小牧駅前センター 北海道苫小牧市一本松町12-4 24時間

苫小牧市 ヤマト運輸　苫小牧有明センター 北海道苫小牧市有明町2-10 24時間

日高郡新ひだか町 ヤマト運輸　静内センター 北海道日高郡新ひだか町静内高砂町1-18-16 24時間

函館市 ヤマト運輸　美原センター 北海道函館市桔梗町418-126 24時間

函館市 サツドラ　函館宮前店 北海道函館市宮前町17-3 9:00～22:00

函館市 サツドラ　函館港店 北海道函館市港町1-23-1 9:00～22:00

函館市 ヤマト運輸　函館臨空センター 北海道函館市高松町507-12-1 24時間

函館市 サツドラ　函館大縄店 北海道函館市大縄町15-1 9:00～22:00

函館市 サツドラ　函館中道店 北海道函館市中道2-3-13 9:00～23:00

函館市 サツドラ　函館白鳥店 北海道函館市田家町16-25 9:00～21:50

函館市 サツドラ　函館日の出店 北海道函館市日乃出町17-20 9:00～23:00

函館市 ヤマト運輸　函館富岡センター 北海道函館市富岡町2-31-2 24時間

函館市 サツドラ　富岡中央店 北海道函館市富岡町3-32-1 9:00～23:00



美唄市 ヤマト運輸　美唄センター 北海道美唄市美唄1210-6 24時間

標津郡中標津町 ヤマト運輸　中標津センター 北海道標津郡中標津町東１３条南1-12 24時間

富良野市 ヤマト運輸　ふらのセンター 北海道富良野市学田三区4747-5 24時間

北見市 ヤマト運輸　北見西センター 北海道北見市東相内町991-16 24時間

北見市 ヤマト運輸　北見中央センター 北海道北見市柏陽町28-1 24時間

北広島市 ヤマト運輸　北広島センター 北海道北広島市新富町東2-1-5 24時間

北斗市 ヤマト運輸　北斗七重浜センター 北海道北斗市七重浜8-13-29 24時間

名寄市 ヤマト運輸　名寄中央センター 北海道名寄市徳田236-4 24時間

網走市 東京農業大学（北海道オホーツクキャンパス） 北海道網走市八坂196 24時間

紋別市 ヤマト運輸　紋別南センター 北海道紋別市渚滑町2-8-12 24時間

留萌市 ヤマト運輸　留萌南センター 北海道留萌市沖見町2-212-1-1 24時間

青森市 ヤマト運輸　青森栄町センター 青森県青森市古館字大柳53-1 24時間

一関市 ヤマト運輸　一関赤荻センター 岩手県一関市赤荻字桜町139-1 24時間

奥州市 ヤマト運輸　水沢佐倉河センター 岩手県奥州市水沢佐倉河竈神5-7 24時間

紫波郡紫波町 ヤマト運輸　紫波センター 岩手県紫波郡紫波町桜町中桜135 24時間

盛岡市 ヤマト運輸　盛岡稲荷町センター 岩手県盛岡市稲荷町1-20 24時間

盛岡市 ヤマト運輸　盛岡永井センター 岩手県盛岡市永井13-98 24時間

盛岡市 IGRいわて銀河鉄道　青山駅 岩手県盛岡市青山2-54-9 24時間

盛岡市 ヤマト運輸　盛岡東安庭センター 岩手県盛岡市東安庭3-1-38 24時間

盛岡市 アネックス　カワトク 岩手県盛岡市緑が丘4-1-50 10:00～19:00

滝沢市 ヤマト運輸　滝沢巣子センター 岩手県滝沢市巣子5-1 24時間

滝沢市 ヤマト運輸　滝沢牧野林センター 岩手県滝沢市牧野林988-4 24時間

北上市 ヤマト運輸　北上流通センター 岩手県北上市流通センター16-1 24時間

仙台市宮城野区 ヤマト運輸　仙台新田センター 宮城県仙台市宮城野区燕沢東1-7-5 24時間

仙台市宮城野区 みやぎ生協　幸町店 宮城県仙台市宮城野区大梶7-10 9:00～21:30

仙台市宮城野区 みやぎ生協　鶴ヶ谷店 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷2-1-8 9:30～21:30

仙台市若林区 ヤマト運輸　仙台大和町センター 宮城県仙台市若林区大和町3-1-2 24時間

仙台市青葉区 ヤマト運輸　仙台吉成センター 宮城県仙台市青葉区芋沢字権現森山13-30 24時間

仙台市青葉区 ヤマト運輸　仙台八幡センター 宮城県仙台市青葉区郷六字館63 24時間

仙台市青葉区 みやぎ生協　桜ヶ丘店 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘2-19-1 9:30～23:00

仙台市青葉区 みやぎ生協　台原店 宮城県仙台市青葉区台原5-1-2 9:00～21:30

仙台市青葉区 仙台駅東口1F屋上駐車場エレベーター前 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 5:30～24:30

仙台市泉区 ヤマト運輸　仙台明通センター 宮城県仙台市泉区明通3-3-1 24時間

仙台市太白区 ヤマト運輸　仙台太白センター 宮城県仙台市太白区山田新町46 24時間

仙台市太白区 仙台市地下鉄　長町南駅 宮城県仙台市太白区長町南3-1 始発～終電

横手市 タカヤナギ　グランマート横手店 秋田県横手市婦気大堤字下久保45 9:00～22:00

潟上市 ナイス　追分店 秋田県潟上市天王追分10-1 9:30～21:30

鹿角市 ヤマト運輸　鹿角花輪センター 秋田県鹿角市花輪小深田273-3 24時間

秋田市 マックスバリュ　茨島店 秋田県秋田市茨島4-3-18 24時間

秋田市 ナイス　外旭川店 秋田県秋田市外旭川三後田67 9:30～21:30

秋田市 ヤマト運輸　秋田御所野センター 秋田県秋田市御所野湯本2-1-1 24時間

秋田市 伊徳　秋田東店 秋田県秋田市広面字家ノ下72-3 9:00～23:00



秋田市 マックスバリュ　広面店 秋田県秋田市広面堤敷19 24時間

秋田市 ヤマト運輸　秋田八橋センター 秋田県秋田市寺内イサノ30-1 24時間

秋田市 タカヤナギ　グランマート手形店 秋田県秋田市手形休下町2-1 9:00～23:00

秋田市 タカヤナギ　グランマート泉店 秋田県秋田市泉菅野2-1-1 9:00～22:00

秋田市 マックスバリュ　港北店 秋田県秋田市土崎港北7-2-20 24時間

秋田市 ヤマト運輸　秋田東通センター 秋田県秋田市東通4-5-12 24時間

秋田市 ヤマト運輸　秋田飯島センター 秋田県秋田市飯島道東1-7-47 24時間

仙北市 タカヤナギ　ワンダーモール 秋田県仙北市角館町上菅沢442-1 9:00～22:00

大館市 伊徳　大館S･C 秋田県大館市御成町3-7-58 9:00～21:00

大館市 ヤマト運輸　秋田大館センター 秋田県大館市池内田中280 24時間

大仙市 タカヤナギ　イーストモール 秋田県大仙市戸蒔字錨77-1 9:00～22:00

大仙市 ヤマト運輸　秋田大曲センター 秋田県大仙市戸蒔字福田128-1 24時間

湯沢市 タカヤナギ　グランマート湯沢インター店 秋田県湯沢市元清水4-3-7 9:00～22:00

能代市 ヤマト運輸　能代北センター 秋田県能代市河戸川字長沼布1 24時間

能代市 伊徳　能代S･C 秋田県能代市寺向70 9:00～21:00

北秋田市 イオンタウン鷹巣 秋田県北秋田市栄字中綱31-1 9:30～20:00

由利本荘市 ナイス　本荘インター店 秋田県由利本荘市上大野157 9:30～21:30

山形市 ヤマト運輸　山形成沢センター 山形県山形市成沢西5-7-2 24時間

山形市 ヤマト運輸　山形松波センター 山形県山形市東山形1-15-22 24時間

山形市 ヤマト運輸　山形吉原センター 山形県山形市富の中4-7-2 24時間

いわき市 マルト　好間店 福島県いわき市好間町中好間中川原5 9:00～23:00

いわき市 マルト　四倉店 福島県いわき市四倉町字西2-9-2 9:00～21:00

いわき市 マルト　岡小名店 福島県いわき市小名浜岡小名岸前47 9:00～23:00

いわき市 マルト　君ヶ塚店 福島県いわき市小名浜大原北君ケ塚170-1 9:00～23:00

いわき市 マルト　SC湯長谷店 福島県いわき市常磐下湯長谷町道下10 9:00～23:00

いわき市 ヤマト運輸　いわき泉センター 福島県いわき市泉町滝尻字神力前25-2 24時間

いわき市 マルト　SC中岡店 福島県いわき市中岡町6-1-8 9:00～23:00

いわき市 マルト　SC高坂店 福島県いわき市内郷高坂町八反田55 9:00～23:00

いわき市 マルト　SC草野店 福島県いわき市平下神谷仲田120 9:00～23:00

いわき市 マルト　SC城東店 福島県いわき市平城東3-1-2 9:00～23:00

いわき市 マルト　SC窪田店 福島県いわき市勿来町窪田十条3-1-2 9:00～22:20

伊達郡川俣町 TSUTAYA　川俣店 福島県伊達郡川俣町鶴沢鶴東62 9:00～22:00

河沼郡会津坂下町 リオン・ドール　坂下店 福島県河沼郡会津坂下町舘ノ下18 9:00～22:00

会津若松市 リオン・ドール　会津アピオ店 福島県会津若松市インター西116 9:00～22:00

会津若松市 リオン・ドール　滝沢店 福島県会津若松市一箕町八幡字牛ケ墓7-1 9:00～23:00

会津若松市 ヤマト運輸　会津高野センター 福島県会津若松市高野町中沼272 24時間

喜多方市 リオン・ドール　喜多方西店 福島県喜多方市押切南2-42-1 9:00～22:00

郡山市 ヤマト運輸　郡山大槻センター 福島県郡山市御前南3-1 24時間

郡山市 ヤマト運輸　郡山東部センター 福島県郡山市石塚56-9 24時間

郡山市 郡山市役所 福島県郡山市朝日1-23-7 24時間

郡山市 ヤマト運輸　郡山八山田センター 福島県郡山市八山田西5-74 24時間

須賀川市 リオン・ドール　須賀川東店 福島県須賀川市仲の町40-1 9:00～21:45



双葉郡楢葉町 笑ふるタウンならは 福島県双葉郡楢葉町北田字中満256 9:00～21:00

田村市 リオン・ドール　船引店 福島県田村市船引町船引川代78 9:00～22:00

二本松市 TSUTAYA　二本松店 福島県二本松市油井字福岡133-1 9:00～23:00

白河市 TSUTAYA　白河店 福島県白河市北中川原161-1 9:00～24:00

福島市 リオン・ドール　鎌田店 福島県福島市鎌田西舟戸11-1 9:00～22:00

福島市 ヤマト運輸　福島矢野目センター 福島県福島市南矢野目字菅原50-23 24時間

つくばみらい市 レオパレス　カサブランカ 茨城県つくばみらい市小絹744-1 24時間

つくばみらい市 ウエルシア　つくばみらい伊奈店 茨城県つくばみらい市谷井田北耕地1332 9:00～22:00

つくばみらい市 ヤマト運輸　茨城伊奈センター 茨城県つくばみらい市野堀480-16 24時間

つくば市 つくばエクスプレス　みどりの駅 茨城県つくば市みどりの1-29-3 始発～終電

つくば市 カスミ　みどりの駅前店 茨城県つくば市みどりの1-3-1 9:00～24:00

つくば市 イオンモールつくば 茨城県つくば市稲岡66-1 10:00～21:00

つくば市 ヤマト運輸　つくば榎戸センター 茨城県つくば市榎戸525-1 24時間

つくば市 カスミ　梅園店 茨城県つくば市下原380-5 9:00～22:00

つくば市 カスミ　フードスクエアテクノパーク桜店 茨城県つくば市桜1-22 24時間

つくば市 ウエルシア　つくば松代店 茨城県つくば市松代1-4-6 9:00～22:00

つくば市 ヤマト運輸　つくば谷田部センター 茨城県つくば市谷田部2177-3 24時間

つくば市 カスミ　フードスクエア学園店 茨城県つくば市竹園2-12-1 9:00～26:00

つくば市 カスミ　フードスクエア大穂店 茨城県つくば市筑穂1-15-6 9:00～24:00

つくば市 国立大学法人筑波大学　一の矢学生宿舎共用棟 茨城県つくば市天王台2-1 24時間

つくば市 国立大学法人筑波大学　平砂学生宿舎共用棟 茨城県つくば市天久保2-1 24時間

つくば市 カスミ　筑波大学店 茨城県つくば市天久保3-1-10 9:00～22:00

つくば市 カスミ　万博記念公園駅前店 茨城県つくば市島名福田坪土地区画整理地48街区 9:00～24:00

つくば市 ヤマト運輸　つくば平塚センター 茨城県つくば市東平塚1140-1 24時間

つくば市 カスミ　筑波店 茨城県つくば市北条内町裏5144 9:00～21:00

ひたちなか市 ヤマト運輸　ひたちなか高場センター 茨城県ひたちなか市高場1608-81 24時間

稲敷郡阿見町 ウエルシア　阿見荒川沖店 茨城県稲敷郡阿見町うずら野1-19-2 9:00～24:00

稲敷郡阿見町 ヤマト運輸　阿見実穀センター 茨城県稲敷郡阿見町実穀1648-1 24時間

稲敷郡阿見町 ウエルシア　阿見荒川本郷店 茨城県稲敷郡阿見町本郷3-3-1 9:00～24:00

稲敷市 ヤマト運輸　稲敷江戸崎センター 茨城県稲敷市佐倉3107 24時間

下妻市 イオン　下妻店 茨城県下妻市堀篭972-1 8:00～24:00

牛久市 ヤマト運輸　牛久ひたち野センター 茨城県牛久市下根町791 24時間

牛久市 ヤマト運輸　牛久女化センター 茨城県牛久市女化町417-3 24時間

牛久市 ウエルシア　牛久上柏田店 茨城県牛久市上柏田2-33-6 9:00～24:00

牛久市 ウエルシア　牛久神谷店 茨城県牛久市神谷5-1-1 9:00～24:00

牛久市 カスミ　フードスクエア牛久店 茨城県牛久市神谷6-1-3 9:00～24:00

結城市 ヤマト運輸　結城センター 茨城県結城市結城8772-6 24時間

古河市 ヤマト運輸　古河駒羽根センター 茨城県古河市関戸1284-4 24時間

古河市 ウエルシア　古河鴻巣店 茨城県古河市鴻巣956-1 9:00～24:00

古河市 ウエルシア　古河三和店 茨城県古河市諸川1114-3 9:00～22:00

古河市 ウエルシア　古河諸川店 茨城県古河市諸川1166 9:00～24:00

古河市 ウエルシア　古河三和東店 茨城県古河市諸川井耕地259-7 9:00～24:00



古河市 とりせん　小堤店 茨城県古河市小堤1919 9:00～22:00

古河市 ヤオコー　古河松並店 茨城県古河市松並2-18-10 9:00～22:00

坂東市 ウエルシア　坂東岩井本町店 茨城県坂東市岩井2746 9:00～24:00

坂東市 とりせん　岩井店 茨城県坂東市岩井3357-1 9:00～24:00

坂東市 レオパレス　檜木並 茨城県坂東市鵠戸203-3 24時間

坂東市 レオパレス　サンメイトフジ 茨城県坂東市辺田1526-60 24時間

取手市 ヤオコー　取手戸頭店 茨城県取手市戸頭1282-1 9:00～22:00

取手市 ウエルシア　取手戸頭2号店 茨城県取手市戸頭1-9-18 9:00～24:00

取手市 関東鉄道　戸頭駅 茨城県取手市戸頭5-3-1 始発～終電

取手市 ウエルシア　取手新町店 茨城県取手市新町3-9-41 24時間

取手市 ヤオコー　取手青柳店 茨城県取手市青柳1-8-31 9:00～22:00

取手市 ヤマト運輸　取手駅東口センター 茨城県取手市青柳742-1 24時間

取手市 JR東日本　取手駅 茨城県取手市中央町 24時間

取手市 ヤオコー　藤代店 茨城県取手市藤代南2-16-2 9:00～22:00

守谷市 ウエルシア　守谷ひがし野店 茨城県守谷市ひがし野2-2-5 9:00～24:00

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

守谷市 レオパレス　2004 茨城県守谷市本町3190-3 24時間

守谷市 ヤマト運輸　守谷立沢センター 茨城県守谷市立沢227-1 24時間

常総市 ウエルシア　常総向石下店 茨城県常総市向石下857-2 9:00～24:00

常総市 ウエルシア　常総石下店 茨城県常総市新石下3930-1 24時間

常総市 ウエルシア　常総北水海道店 茨城県常総市水海道森下町4141-1 24時間

常総市 とりせん　大沢店 茨城県常総市大沢1938-2 9:00～21:45

神栖市 ウエルシア　神栖大野原店 茨城県神栖市大野原3-9-36 9:00～24:00

神栖市 ヤマト運輸　神栖知手センター 茨城県神栖市知手中央10-6613-16 24時間

神栖市 ウエルシア　神栖平泉店 茨城県神栖市平泉1-4 9:00～24:00

神栖市 ヤマト運輸　神栖矢田部センター 茨城県神栖市矢田部7801-22 24時間

水戸市 ウエルシア　水戸けやき台店 茨城県水戸市けやき台1-140-1 9:00～24:00

水戸市 ヤマト運輸　水戸見川センター 茨城県水戸市見川町2131-1895 24時間

水戸市 ウエルシア　水戸見和店 茨城県水戸市見和1-309-2 9:00～24:00

水戸市 ウエルシア　水戸元吉田店 茨城県水戸市元吉田町1570-8 9:00～24:00

水戸市 ヤマト運輸　水戸酒門センター 茨城県水戸市酒門町910-1 24時間

水戸市 ウエルシア　水戸千波店 茨城県水戸市千波町北葉山1763-1 8:00～24:00

水戸市 ヤマト運輸　水戸東原センター 茨城県水戸市東原2-10-37 24時間

水戸市 イオンモール水戸内原 茨城県水戸市内原2-1 8:00～23:00

水戸市 ウエルシア　水戸平須店 茨城県水戸市平須町1820-61 24時間

水戸市 ヤマト運輸　水戸平須センター 茨城県水戸市平須町234-26 24時間

土浦市 イオン　土浦店 茨城県土浦市上高津367 7:00～22:00

土浦市 ヤマト運輸　土浦神立センター 茨城県土浦市神立中央5-4689-3 24時間

土浦市 カスミ　土浦中神立店 茨城県土浦市中神立町26-9 9:00～22:00

土浦市 りんりんスクエア土浦 茨城県土浦市有明町1-30-6 始発～終電

那珂郡東海村 ヤマト運輸　茨城東海センター 茨城県那珂郡東海村白方1318-1 24時間

日立市 カスミ　鮎川店 茨城県日立市鮎川町4-1-54 9:00～24:00



日立市 ヤマト運輸　日立金沢センター 茨城県日立市桜川町3-11-10 24時間

日立市 ヤマト運輸　日立滑川センター 茨城県日立市東滑川町5-5-66 24時間

日立市 カスミ　東大沼店 茨城県日立市東大沼町3-26-20 9:00～22:00

龍ケ崎市 ヤオコー　竜ヶ崎店 茨城県龍ケ崎市光順田1753 9:00～22:00

龍ケ崎市 ウエルシア　龍ケ崎佐貫店 茨城県龍ケ崎市佐貫町1-1 9:00～24:00

龍ケ崎市 ウエルシア　龍ケ崎長山店 茨城県龍ケ崎市長山3-2-1 9:00～24:00

さくら市 ウエルシア　さくら喜連川店 栃木県さくら市喜連川166 9:00～24:00

さくら市 とりせん　氏家店 栃木県さくら市櫻野1160 10:00～21:45

宇都宮市 ウエルシア　宇都宮越戸店 栃木県宇都宮市越戸3-12-3 9:00～20:00

宇都宮市 栃木トヨタ自動車株式会社 栃木県宇都宮市横田新町3-47 24時間

宇都宮市 ヤマト運輸　宇都宮下栗センター 栃木県宇都宮市屋板町263-1 24時間

宇都宮市 とりせん　岡本店 栃木県宇都宮市下岡本町2123-1 9:00～22:00

宇都宮市 ヤマト運輸　宇都宮岡本センター 栃木県宇都宮市下岡本町3710-15 24時間

宇都宮市 ヤマト運輸　宇都宮鶴田センター 栃木県宇都宮市下砥上町字並堤400 24時間

宇都宮市 ウエルシア　宇都宮花房店 栃木県宇都宮市花房3-3-47 9:00～24:00

宇都宮市 ウエルシア　宇都宮駒生店 栃木県宇都宮市駒生町1298-1 9:00～24:00

宇都宮市 ウエルシア　宇都宮五代店 栃木県宇都宮市五代1-3-7 9:00～24:00

宇都宮市 とりせん　宝木店 栃木県宇都宮市細谷町2601-6 9:00～24:00

宇都宮市 とりせん　細谷店 栃木県宇都宮市細谷町380 9:00～24:00

宇都宮市 ヤマト運輸　宇都宮駒生センター 栃木県宇都宮市若草3-4-27 24時間

宇都宮市 ウエルシア　宇都宮清原台店 栃木県宇都宮市清原台1-14-1 9:00～24:00

宇都宮市 レオパレス　ル　レーブ 栃木県宇都宮市滝谷町11-9 24時間

宇都宮市 ウエルシア　宇都宮鶴田町店 栃木県宇都宮市鶴田町189-1 9:00～24:00

宇都宮市 ヤマト運輸　宇都宮陽南センター 栃木県宇都宮市不動前3-1-23 24時間

宇都宮市 ヤマト運輸　宇都宮兵庫塚センター 栃木県宇都宮市兵庫塚町上原174-3 24時間

宇都宮市 ヤマト運輸　宇都宮陽東センター 栃木県宇都宮市平出工業団地43-24 24時間

宇都宮市 国立大学法人　宇都宮大学 栃木県宇都宮市峰町350 24時間

宇都宮市 ヤマト運輸　宇都宮ゆいの杜センター 栃木県宇都宮市野高谷町309-1 24時間

宇都宮市 国立大学法人　宇都宮大学陽東キャンパス 栃木県宇都宮市陽東7-1-2 24時間

宇都宮市 ウエルシア　宇都宮簗瀬店 栃木県宇都宮市簗瀬町1847-1 9:00～24:00

宇都宮市 ウエルシア　宇都宮簗瀬2号店 栃木県宇都宮市簗瀬町2561-1 9:00～24:00

塩谷郡高根沢町 レオパレス　OGIWARA 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台5-12-17 24時間

塩谷郡高根沢町 ヤマト運輸　高根沢センター 栃木県塩谷郡高根沢町石末権現堂1974-1 24時間

塩谷郡高根沢町 レオネクスト　宝石台Ⅱ 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台5-9-11 24時間

下都賀郡壬生町 ヤマト運輸　栃木壬生センター 栃木県下都賀郡壬生町あけぼの町17-6 24時間

下都賀郡壬生町 ウエルシア　壬生大師店 栃木県下都賀郡壬生町大師町18-12 9:00～22:00

下野市 ウエルシア　下野小金井店 栃木県下野市柴830-9 9:00～24:00

下野市 JR東日本　小金井駅 栃木県下野市小金井3009 24時間

河内郡上三川町 ウエルシア　上三川しらさぎ店 栃木県河内郡上三川町しらさぎ2-32-23 9:00～24:00

佐野市 レオパレス　フォンテーヌA 栃木県佐野市植野町2052-5 24時間

佐野市 フレッセイ　フォリオ佐野店 栃木県佐野市赤坂町956-19 9:00～22:00

佐野市 ヤオコー　佐野浅沼店 栃木県佐野市浅沼町字富士之宮121 9:00～21:45



佐野市 ベルク　佐野田沼店 栃木県佐野市田沼町387 9:00～24:00

佐野市 ヤマト運輸　佐野工業団地センター 栃木県佐野市鐙塚町字北ノ山729-3 24時間

佐野市 ウエルシア　佐野富岡店 栃木県佐野市富岡町1712-1 24時間

佐野市 とりせん　佐野西店 栃木県佐野市堀米町2563-1 9:00～24:00

鹿沼市 ウエルシア　鹿沼粟野店 栃木県鹿沼市久野396 9:00～24:00

鹿沼市 ヤマト運輸　鹿沼中央センター 栃木県鹿沼市上殿町字宿東57-1 24時間

鹿沼市 東武不動産　TOBU PARK 新鹿沼駅前駐輪場 栃木県鹿沼市鳥居跡町1475 24時間

小山市 ヤマト運輸　小山城北センター 栃木県小山市稲葉郷67-61 24時間

小山市 ウエルシア　小山雨ヶ谷店 栃木県小山市雨ケ谷802-3 9:00～24:00

小山市 ウエルシア　小山駅南町店 栃木県小山市駅南町2-6-1 24時間

小山市 ウエルシア　小山花垣店 栃木県小山市花垣町1-4-29 9:00～24:00

小山市 とりせん　羽川店 栃木県小山市喜沢647-10 9:00～24:00

小山市 ウエルシア　小山犬塚店 栃木県小山市犬塚6-8-2 9:00～24:00

小山市 ヤマト運輸　小山横倉センター 栃木県小山市向原新田字向原98-80 24時間

小山市 ウエルシア　小山神鳥谷店 栃木県小山市神鳥谷5-17-23 9:00～24:00

小山市 マルエツ　小山店 栃木県小山市西城南6-5-1 9:00～24:00

小山市 ウエルシア　小山天神店 栃木県小山市天神町2-8-52 9:00～24:00

小山市 とりせん　小山土塔店 栃木県小山市土塔4 9:00～24:00

小山市 とりせん　美しが丘店 栃木県小山市美しが丘1-2-3 9:00～21:45

真岡市 ウエルシア　真岡高間木店 栃木県真岡市下高間木2-12-3 24時間

真岡市 ウエルシア　真岡亀山店 栃木県真岡市亀山1-19-1 9:00～24:00

真岡市 ウエルシア　二宮久下田店 栃木県真岡市久下田西2-8-2 9:00～24:00

真岡市 ウエルシア　真岡熊倉店 栃木県真岡市熊倉1-1-1 9:00～24:00

真岡市 ウエルシア　真岡荒町店 栃木県真岡市荒町3-44-2 9:00～24:00

真岡市 とりせん　東光寺店 栃木県真岡市東光寺3-15-2 9:00～22:00

足利市 ウエルシア　足利朝倉店 栃木県足利市田中町30-3 9:00～24:00

足利市 とりせん　葉鹿店 栃木県足利市葉鹿町2-21-1 9:00～24:00

大田原市 ヤマト運輸　大田原富士見センター 栃木県大田原市富士見1-1617-4 24時間

大田原市 ウエルシア　大田原本町店 栃木県大田原市本町1-2705-88 24時間

栃木市 ヤマト運輸　栃木野州センター 栃木県栃木市今泉町2-13-29 24時間

栃木市 とりせん　大平店 栃木県栃木市大平町西水代1837-1 9:00～24:00

栃木市 ヤマト運輸　栃木大平センター 栃木県栃木市大平町富田字稲荷2389-1 24時間

栃木市 ウエルシア　栃木藤岡店 栃木県栃木市藤岡町藤岡1198-1 9:00～21:00

栃木市 とりせん　栃木店 栃木県栃木市箱森町12-15 9:00～22:00

栃木市 とりせん　蔵の街店 栃木県栃木市富士見町5-30 9:00～24:00

那須塩原市 ヤマト運輸　西那須野永田センター 栃木県那須塩原市北二つ室348-65 24時間

芳賀郡益子町 ウエルシア　益子町役場前店 栃木県芳賀郡益子町益子1993-1 9:00～24:00

芳賀郡益子町 ウエルシア　益子大沢店 栃木県芳賀郡益子町大沢138-1 9:00～23:00

芳賀郡市貝町 ウエルシア　市貝赤羽店 栃木県芳賀郡市貝町赤羽355-4 9:00～22:00

みどり市 フレッセイ　笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美1285-1 9:00～22:00

みどり市 ウエルシア　みどり阿左美店 群馬県みどり市笠懸町阿左美2682-4 9:00～21:00

伊勢崎市 フレッセイ　安堀店 群馬県伊勢崎市安堀町1855-4 9:00～23:00



伊勢崎市 ヤマト運輸　伊勢崎華蔵寺センター 群馬県伊勢崎市安堀町236-1 24時間

伊勢崎市 フレッセイ　境南店 群馬県伊勢崎市境376-1 9:00～22:00

伊勢崎市 フレッセイ　境町店 群馬県伊勢崎市境百々東21-3 9:00～22:00

伊勢崎市 フレッセイ　赤堀店 群馬県伊勢崎市曲沢町196-1 9:00～22:00

伊勢崎市 ベルク　伊勢崎寿店 群馬県伊勢崎市寿町164-1 9:00～24:00

伊勢崎市 フレッセイ　田部井店 群馬県伊勢崎市田部井町2-479 9:00～22:00

伊勢崎市 マルエドラッグ　伊勢崎南千木店 群馬県伊勢崎市南千木町2442 9:00～24:00

伊勢崎市 フレッセイ　富塚店 群馬県伊勢崎市富塚町220-1 9:00～23:00

伊勢崎市 とりせん　平和町店 群馬県伊勢崎市平和町19-1 9:00～24:00

伊勢崎市 とりせん　茂呂店 群馬県伊勢崎市茂呂町2-3543-4 9:00～22:00

伊勢崎市 フレッセイ　クラシーズ連取店 群馬県伊勢崎市連取町3046-2 9:00～23:00

館林市 とりせん　富士見町店 群馬県館林市富士見町12-60 9:00～24:00

館林市 とりせん　成島店 群馬県館林市北成島町2533-1 9:00～21:45

桐生市 ヤマト運輸　桐生広沢センター 群馬県桐生市広沢町1-2477 24時間

桐生市 フレッセイ　桐生南店 群馬県桐生市新宿2-10-30 9:00～21:00

桐生市 フレッセイ　天神店 群馬県桐生市平井町1-40 9:00～22:00

高崎市 ヤマト運輸　高崎塚沢センター 群馬県高崎市井野町字天水1032-1 24時間

高崎市 マルエドラッグ　吉井店 群馬県高崎市吉井町池5 9:00～22:00

高崎市 ヤマト運輸　群馬町センター 群馬県高崎市金古町如来544-1 24時間

高崎市 ベルク　江木店 群馬県高崎市江木町75 9:00～24:00

高崎市 マルエドラッグ　高崎寺尾店 群馬県高崎市寺尾町558-1 9:00～22:00

高崎市 ヤマト運輸　高崎中居センター 群馬県高崎市上中居町荒神275 24時間

高崎市 高崎経済大学 群馬県高崎市上並榎町1300 24時間 8月第3土曜停電の為不可

高崎市 フレッセイ　上並榎店 群馬県高崎市上並榎町467 9:00～23:00

高崎市 マルエドラッグ　並榎店 群馬県高崎市上並榎町88-1 9:00～22:00

高崎市 とりせん　豊岡店 群馬県高崎市上豊岡町281 9:00～24:00

高崎市 フレッセイ　新町店 群馬県高崎市新町2140-5 9:00～23:00

高崎市 マルエドラッグ　高崎新保店 群馬県高崎市新保町21-1 9:00～22:00

高崎市 フレッセイ　新保店 群馬県高崎市新保町字伊勢301-1 9:00～23:00

高崎市 とりせん　菅谷店 群馬県高崎市菅谷町20-991 9:00～21:45

高崎市 フレッセイ　倉賀野西店 群馬県高崎市倉賀野町546-1 9:00～23:00

高崎市 とりせん　群馬町店 群馬県高崎市中泉町605-13 9:00～24:00

高崎市 マルエドラッグ　榛名町店 群馬県高崎市中里見町68 9:00～21:00

高崎市 フレッセイ　南大類店 群馬県高崎市南大類町字柳原867-1 9:00～23:00

高崎市 ウニクス高崎 群馬県高崎市飯塚町1150-5 10:00～21:00

高崎市 マルエドラッグ　飯塚店 群馬県高崎市飯塚町401-2 9:00～22:00

高崎市 フレッセイ　石原店 群馬県高崎市片岡町1-19-6 9:00～22:00

高崎市 フレッセイ　箕郷店 群馬県高崎市箕郷町上芝7-1 9:00～22:00

佐波郡玉村町 とりせん　玉村店 群馬県佐波郡玉村町上飯島280 9:00～21:45

佐波郡玉村町 ヤマト運輸　玉村町福島センター 群馬県佐波郡玉村町福島1232-1 24時間

渋川市 とりせん　渋川店 群馬県渋川市行幸田63-1 9:00～24:00

渋川市 ベルク　渋川店 群馬県渋川市渋川1815-42 9:00～24:00



渋川市 フレッセイ　有馬店 群馬県渋川市有馬82 9:00～22:00

沼田市 フレッセイ　沼田恩田店 群馬県沼田市恩田町321-2 9:00～22:00

前橋市 ヤマト運輸　前橋小出センター 群馬県前橋市下小出町1-28-13 24時間

前橋市 フレッセイ　大利根店 群馬県前橋市下新田町392 9:00～23:00

前橋市 フレッセイ　フォリオ駒形店 群馬県前橋市下大島町1151-1 9:00～22:00

前橋市 フレッセイ　元総社蒼海店 群馬県前橋市元総社町1820 9:00～23:00

前橋市 フレッセイ　クラシーズ新前橋店 群馬県前橋市古市町180-1 9:00～23:00

前橋市 とりせん　ローズタウン店 群馬県前橋市江木町1701-1 9:00～24:00

前橋市 ウエルシア　前橋荒牧店 群馬県前橋市荒牧町1-24-1 9:00～24:00

前橋市 群馬大学　荒牧キャンパス 群馬県前橋市荒牧町4-2 9:00～21:00 入試等により利用できない場合あり

前橋市 フレッセイ　クラシード若宮店 群馬県前橋市若宮町1-5-1 9:00～23:00

前橋市 ウエルシア　前橋上新田店 群馬県前橋市上新田町591-1 9:00～21:00

前橋市 ヤマト運輸　新前橋センター 群馬県前橋市新前橋町1-38 24時間

前橋市 フレッセイ　片貝店 群馬県前橋市西片貝町1-314-3 9:00～23:00

前橋市 フレッセイ　アイム大胡店 群馬県前橋市大胡町399 10:00～20:00

前橋市 前橋市役所 群馬県前橋市大手町2-12-1 24時間

前橋市 マルエドラッグ　前橋朝倉店 群馬県前橋市朝倉町161-1 9:00～22:00

前橋市 フレッセイ　広瀬店 群馬県前橋市天川大島町49-1 9:00～21:00

前橋市 ベルク　前橋北代田店 群馬県前橋市北代田町30-1 9:00～24:00

前橋市 マルエドラッグ　大胡店 群馬県前橋市堀越町346-1 9:00～22:00

前橋市 前橋プラザ元気21 群馬県前橋市本町2-12-1 24時間

前橋市 ヤマト運輸　前橋六供センター 群馬県前橋市六供町1014-7 24時間

太田市 とりせん　下田島店 群馬県太田市下田島町1127 9:00～24:00

太田市 とりせん　城西の杜店 群馬県太田市城西町80-1 9:00～24:00

太田市 ベルク　太田植木野店 群馬県太田市植木野町207-11 9:00～24:00

太田市 とりせん　太田新井店 群馬県太田市新井町377-6 9:00～24:00

太田市 とりせん　大原店 群馬県太田市大原町1701-2 9:00～22:00

太田市 とりせん　東矢島店 群馬県太田市東矢島町194 9:00～24:00

太田市 ヤマト運輸　群馬矢島センター 群馬県太田市内ケ島町647-1 24時間

太田市 とりせん　太田八幡町店 群馬県太田市八幡町29-13 9:00～22:00

太田市 ウエルシア　太田富沢店 群馬県太田市富沢町274 9:00～24:00

太田市 ヤマト運輸　群馬太田別所センター 群馬県太田市別所町530-1 24時間

太田市 フレッセイ　宝泉店 群馬県太田市宝町864 9:00～22:00

藤岡市 フレッセイ　藤岡店 群馬県藤岡市藤岡691-1 9:00～22:00

藤岡市 ベルク　藤岡店 群馬県藤岡市藤岡804-26 9:00～24:00

富岡市 フレッセイ　フォリオ富岡店 群馬県富岡市富岡501 9:00～21:00

北群馬郡榛東村 フレッセイ　榛東新井店 群馬県北群馬郡榛東村新井2222-2 9:00～22:00

邑楽郡大泉町 とりせん　大泉店 群馬県邑楽郡大泉町日の出53-1 9:00～24:00

邑楽郡大泉町 フレッセイ　フォリオ大泉店 群馬県邑楽郡大泉町富士1-752 9:00～21:00

邑楽郡板倉町 フレッセイ　フォリオ板倉店 群馬県邑楽郡板倉町朝日野1-2-1 9:00～21:00

邑楽郡邑楽町 とりせん　邑楽町店 群馬県邑楽郡邑楽町中野3110-3 9:00～21:45

さいたま市浦和区 ヤオコー　浦和上木崎店 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4-9-15 9:00～21:45



さいたま市浦和区 ヤマト運輸　上木崎6丁目センター 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6-22-4 エクセル上木崎1F 24時間

さいたま市浦和区 イオン　北浦和店 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-20-29 7:00～23:00

さいたま市浦和区 全日食チェーン　北浦和店 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-1-23 北浦和団地6-105 24時間

さいたま市浦和区 浦和パーキングセンター 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-9-1 24時間

さいたま市岩槻区 ベルク　岩槻宮町店 埼玉県さいたま市岩槻区宮町1-3-3 9:00～24:00

さいたま市岩槻区 ヤマト運輸　岩槻東センター 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-11-21 24時間

さいたま市岩槻区 ヤマト運輸　岩槻南センター 埼玉県さいたま市岩槻区真福寺43-1 24時間

さいたま市岩槻区 ヨークマート　東岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪5-1-1 9:00～22:00

さいたま市岩槻区 ウエルシア　岩槻西町店 埼玉県さいたま市岩槻区西町5-1-36 24時間

さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園 埼玉県さいたま市岩槻区美園東2-17-13 9:00～22:00

さいたま市岩槻区 ヤマト運輸　岩槻工業団地センター 埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺21-3 24時間

さいたま市見沼区 ヤマト運輸　さいたま堀の内センター 埼玉県さいたま市見沼区御蔵503-1 24時間

さいたま市見沼区 ウエルシア　さいたま深作店 埼玉県さいたま市見沼区春岡1-16-1 24時間

さいたま市見沼区 ヤマト運輸　さいたま深作センター 埼玉県さいたま市見沼区深作1-33-8 24時間

さいたま市見沼区 ヤマト運輸　さいたま大谷センター 埼玉県さいたま市見沼区大谷字弁天1363 24時間

さいたま市見沼区 ウエルシア　さいたま大和田店 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1227-5 9:00～24:00

さいたま市見沼区 ヨークマート　ハレノテラス東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区島町393 A棟101区画 9:00～22:00

さいたま市見沼区 マルエツ　大宮砂町店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7-69-1 9:00～25:00

さいたま市見沼区 Big-A　さいたま七里店 埼玉県さいたま市見沼区東門前30-3 24時間

さいたま市見沼区 コモディイイダ　七里店 埼玉県さいたま市見沼区東門前55-1 9:00～22:00

さいたま市見沼区 マルエツ　東門前店 埼玉県さいたま市見沼区東門前字谷中77-1 9:00～25:00

さいたま市見沼区 マミーマート　南中野店 埼玉県さいたま市見沼区南中野650 9:00～22:00

さいたま市見沼区 ヨークマート　大宮南中野店 埼玉県さいたま市見沼区南中野840-1 24時間

さいたま市桜区 ウエルシア　さいたま栄和店 埼玉県さいたま市桜区栄和2-27-10 9:00～24:00

さいたま市桜区 ヤマト運輸　さいたま大久保センター 埼玉県さいたま市桜区五関33-1 24時間

さいたま市桜区 日商岩井北浦和マンション　A棟 埼玉県さいたま市桜区上大久保904-10 24時間

さいたま市桜区 マルエツ　浦和大久保店 埼玉県さいたま市桜区上大久保作田982-1 9:00～21:00

さいたま市桜区 ヤマト運輸　さいたま西堀センター 埼玉県さいたま市桜区西堀5-10-12 24時間

さいたま市桜区 ドラッグセイムス　西浦和薬局 埼玉県さいたま市桜区田島5-23-4 9:00～23:45

さいたま市桜区 ガーデン　西浦和店 埼玉県さいたま市桜区田島8-2-12 ガーデンシティ西浦和 9:00～23:00

さいたま市桜区 ヤマト運輸　さいたま田島センター 埼玉県さいたま市桜区田島9-7-9 24時間

さいたま市桜区 マミーマート　西浦和店 埼玉県さいたま市桜区道場3-16-15 9:00～21:00

さいたま市桜区 ヨークマート　南元宿店 埼玉県さいたま市桜区南元宿2-8-1 9:00～22:00

さいたま市桜区 フードガーデン　白鍬店 埼玉県さいたま市桜区白鍬263-1 9:00～21:45

さいたま市桜区 マルエツ　白鍬店 埼玉県さいたま市桜区白鍬561 9:00～21:00

さいたま市西区 マルエツ　佐知川店 埼玉県さいたま市西区佐知川105-1 9:00～24:00

さいたま市西区 ドラッグセイムス　大宮佐知川店 埼玉県さいたま市西区佐知川228-6 10:00～21:45

さいたま市西区 ドラッグセイムス　大宮西店 埼玉県さいたま市西区三橋6-1737-4 9:00～21:45

さいたま市西区 ヤマト運輸　さいたま佐知川センター 埼玉県さいたま市西区水判土字観音前17-1 24時間

さいたま市西区 ヤマト運輸　さいたま清河寺センター 埼玉県さいたま市西区清河寺字須場1220 24時間

さいたま市西区 マルエツ　西大宮駅前店 埼玉県さいたま市西区西大宮1-7-7 10:00～25:00

さいたま市大宮区 NPC24H　大宮東口パーキング 埼玉県さいたま市大宮区下町1-58 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

さいたま市大宮区 ドラッグストア　マツモトキヨシ　大宮櫛引店 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-779-1 24時間

さいたま市大宮区 ヤマト運輸　さいたま桜木センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-635 24時間

さいたま市大宮区 ウエルシア　さいたま三橋店 埼玉県さいたま市大宮区三橋2-1000 9:00～24:00

さいたま市大宮区 ドラッグセイムス　大宮三橋店 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-322 9:00～21:45

さいたま市大宮区 マルエツ　三橋店 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-4-1 24時間

さいたま市大宮区 ヤマト運輸　さいたま大成センター 埼玉県さいたま市大宮区上小町59 24時間

さいたま市大宮区 マルエツ　天沼店 埼玉県さいたま市大宮区浅間町1-181 9:00～22:00

さいたま市大宮区 Big-A　大宮天沼店 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-441-1 24時間

さいたま市大宮区 東武鉄道 野田線　北大宮駅 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-285 始発～終電

さいたま市中央区 ヤマト運輸　さいたま円阿弥センター 埼玉県さいたま市中央区円阿弥3-3-13 24時間

さいたま市中央区 彩鮮館与野店 埼玉県さいたま市中央区下落合1027 9:00～22:00

さいたま市中央区 Big-A　さいたま上落合店 埼玉県さいたま市中央区上落合3-12-19 24時間

さいたま市中央区 マルエツ　与野店 埼玉県さいたま市中央区上落合4-9-9 24時間

さいたま市中央区 ベルク　さいたま南与野店 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2-631 9:00～25:00

さいたま市南区 ドラッグセイムス　さいたま曲本店 埼玉県さいたま市南区曲本3-1-5 9:00～21:45

さいたま市南区 ヤマト運輸　さいたま大谷口センター 埼玉県さいたま市南区広ケ谷戸120-1 24時間

さいたま市南区 ドラッグセイムス　浦和根岸店 埼玉県さいたま市南区根岸3-5-2 9:00～20:45

さいたま市南区 ベルク　浦和根岸店 埼玉県さいたま市南区根岸5-17-1 9:00～25:00

さいたま市南区 ドラッグセイムス　武蔵浦和店 埼玉県さいたま市南区鹿手袋6-15-31 9:00～20:45

さいたま市南区 Big-A　浦和太田窪店 埼玉県さいたま市南区太田窪2354-1 24時間

さいたま市南区 ヤマト運輸　さいたま二十三夜センター 埼玉県さいたま市南区太田窪字下2925-1 24時間

さいたま市南区 ドラッグセイムス　浦和辻店 埼玉県さいたま市南区辻5-2-10 9:00～21:45

さいたま市南区 ヤマト運輸　さいたま内谷センター 埼玉県さいたま市南区内谷7-17-3 24時間

さいたま市南区 コモディイイダ　南浦和東口店 埼玉県さいたま市南区南浦和3-16-17 9:00～22:00

さいたま市南区 ドラッグセイムス　南浦和薬局 埼玉県さいたま市南区南浦和3-8-22 9:00～21:45

さいたま市南区 ヤマト運輸　さいたま文蔵センター 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-3 24時間

さいたま市南区 ドラッグセイムス　浦和別所店 埼玉県さいたま市南区別所7-19-22 9:00～21:45

さいたま市北区 Yバリュー　吉野町店 埼玉県さいたま市北区吉野町2-194-2 9:00～21:45

さいたま市北区 ベルク　さいたま宮原店 埼玉県さいたま市北区宮原町1-190-8 9:00～24:00

さいたま市北区 ヤマト運輸　さいたま宮原町センター 埼玉県さいたま市北区宮原町1-254 24時間

さいたま市北区 フードガーデン　宮原東口店 埼玉県さいたま市北区宮原町2-88-3 9:00～23:00

さいたま市北区 ウエルシア　さいたま宮原4丁目店 埼玉県さいたま市北区宮原町4-9-1 9:00～24:00

さいたま市北区 ベルク　さいたま櫛引店 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-88 9:00～24:00

さいたま市北区 東武ストア　土呂店 埼玉県さいたま市北区土呂町1-6-2 6:00～25:00

さいたま市北区 いなげや　大宮宮原店 埼玉県さいたま市北区奈良町106-1 10:00～21:00

さいたま市北区 フードガーデン　日進店 埼玉県さいたま市北区日進町2-1059-1 9:00～23:00

さいたま市北区 イスタ!日進 埼玉県さいたま市北区日進町2-1916-8 9:00～22:00

さいたま市北区 フードガーデン　宮原西口店 埼玉県さいたま市北区日進町3-508-1 9:00～23:00

さいたま市北区 ヤマト運輸　さいたま奈良町センター 埼玉県さいたま市北区別所町83-6 24時間

さいたま市北区 ヤマト運輸　さいたま土呂センター 埼玉県さいたま市北区本郷町764 24時間

さいたま市北区 Big-A　大宮盆栽店 埼玉県さいたま市北区盆栽町380-2 6:00～23:00



さいたま市緑区 ヤマト運輸　さいたま東浦和センター 埼玉県さいたま市緑区間宮字中622-1 24時間

さいたま市緑区 ウエルシア　さいたま原山2号店 埼玉県さいたま市緑区原山1-2-2 9:00～24:00

さいたま市緑区 ウエルシア　さいたま原山店 埼玉県さいたま市緑区原山1-28-28 9:00～24:00

さいたま市緑区 ドラッグセイムス　原山店 埼玉県さいたま市緑区原山3-12-12 9:00～21:00

さいたま市緑区 ヤマト運輸　さいたま三室センター 埼玉県さいたま市緑区三室字南宿1650-3 24時間

さいたま市緑区 コモディイイダ　芝原店 埼玉県さいたま市緑区芝原1-1-1 9:00～21:00

さいたま市緑区 Big-A　さいたま芝原店 埼玉県さいたま市緑区芝原3-34-1 24時間

さいたま市緑区 ドラッグセイムス　浦和芝原店 埼玉県さいたま市緑区芝原3-4-9 9:00～21:45

さいたま市緑区 ドラッグセイムス　浦和三室店 埼玉県さいたま市緑区松木2-1-11 9:00～23:45

さいたま市緑区 ヨークマート　三室店 埼玉県さいたま市緑区松木2-8-1 24時間

さいたま市緑区 コモディイイダ　東浦和店 埼玉県さいたま市緑区大間木1733 9:00～22:00

さいたま市緑区 Big-A　さいたま東浦和店 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-2-11 24時間

さいたま市緑区 ドラッグセイムス　東浦和店 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-4-16 10:00～21:45

さいたま市緑区 ガーデン　東浦和店 埼玉県さいたま市緑区東浦和5-1-5 24時間

さいたま市緑区 ドラッグセイムス　浦和さいど店 埼玉県さいたま市緑区道祖土2-12-25 9:00～21:45

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

さいたま市緑区 イオンモール浦和美園 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1 7:00～23:00

ふじみ野市 イオン　大井店 埼玉県ふじみ野市ふじみ野1-2-1 7:00～22:00

ふじみ野市 コモディイイダ　大井店 埼玉県ふじみ野市亀久保1154 9:00～22:00

ふじみ野市 Big-A　大井亀久保店 埼玉県ふじみ野市亀久保1-3-35 24時間

ふじみ野市 ヤオコー　上福岡駒林店 埼玉県ふじみ野市駒林元町2-1-20 9:00～22:00

ふじみ野市 Big-A　上福岡松山店 埼玉県ふじみ野市松山1-3-7 24時間

ふじみ野市 東武ストア　上福岡店 埼玉県ふじみ野市上福岡1-7-26 24時間

ふじみ野市 ヤマト運輸　ふじみ野大井西センター 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1283-1 24時間

ふじみ野市 サンドラッグ　上福岡大原店 埼玉県ふじみ野市大原1-1-15 24時間

ふじみ野市 コモディイイダ　築地店 埼玉県ふじみ野市築地1-1-16 9:00～21:45

ふじみ野市 ヤマト運輸　ふじみ野中央センター 埼玉県ふじみ野市中福岡字上六反田283-1 24時間

ふじみ野市 マミーマート　鶴ケ舞店 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞2-2-17 9:00～22:00

ふじみ野市 マミーマート　TOP苗間店 埼玉県ふじみ野市苗間42-5 9:00～21:00

ふじみ野市 ベルク　大井緑ヶ丘店 埼玉県ふじみ野市緑ケ丘1-5-8 9:00～24:00

羽生市 ウエルシア　羽生下岩瀬店 埼玉県羽生市下岩瀬298 9:00～24:00

羽生市 ベルク　羽生西店 埼玉県羽生市西2-18-19 9:00～24:00

羽生市 イオン　羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 7:00～23:00

羽生市 Big-A　羽生東店 埼玉県羽生市東6-9-1 24時間

羽生市 東武鉄道 伊勢崎線　南羽生駅 埼玉県羽生市南羽生1-37 始発～終電

羽生市 ヤマト運輸　羽生南センター 埼玉県羽生市北袋字西28-1 24時間

越谷市 イオン　レイクタウンkaze 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 24時間

越谷市 プレジデント深田Ⅱ 埼玉県越谷市下間久里287-4 24時間

越谷市 ベルク　越谷花田店 埼玉県越谷市花田1-17-7 9:00～23:00

越谷市 ヨークマート　越谷花田店 埼玉県越谷市花田2-2-3 9:00～22:00

越谷市 ヤオコー　越谷蒲生店 埼玉県越谷市蒲生茜町25-10 9:00～22:00

越谷市 マルエツ　蒲生店 埼玉県越谷市蒲生旭町9-36 9:00～21:00



越谷市 ヨークマート　越谷赤山店 埼玉県越谷市赤山町5-8-39 9:00～22:00

越谷市 イオン　せんげん台店 埼玉県越谷市千間台西3-2-12 24時間

越谷市 セブンタウン　せんげんだい店 埼玉県越谷市千間台東2-707 9:00～21:00

越谷市 ヤマト運輸　越谷船渡センター 埼玉県越谷市船渡字福島479-1 24時間

越谷市 ヤマト運輸　越ヶ谷センター 埼玉県越谷市増森1780 24時間

越谷市 丸越運輸 埼玉県越谷市袋山1727 24時間

越谷市 ヤマト運輸　西越谷センター 埼玉県越谷市大間野町3-97-1 24時間

越谷市 東武不動産　北越谷高架下駐輪場 埼玉県越谷市大沢3-4-13 24時間

越谷市 ウエルシア　越谷大房店 埼玉県越谷市大房1108-1 9:00～24:00

越谷市 ウエルシア　越谷登戸店 埼玉県越谷市登戸町32-30 9:00～24:00

越谷市 Big-A　東越谷店 埼玉県越谷市東越谷3-7-8 24時間

越谷市 コモディイイダ　越谷店 埼玉県越谷市東越谷7-9-1 9:00～22:00

越谷市 ウエルシア　東越谷店 埼玉県越谷市東越谷7-9-7 9:00～21:00

越谷市 ベルク　東越谷店 埼玉県越谷市東越谷8-1-1 9:00～24:00

越谷市 ウエルシア　越谷東大沢店 埼玉県越谷市東大沢3-13-7 9:00～24:00

越谷市 南越谷ラクーン 埼玉県越谷市南越谷1-15-1 10:00～23:00

越谷市 ヤマト運輸　新越谷センター 埼玉県越谷市南越谷2-6-30 24時間

越谷市 ヤマト運輸　北越谷センター 埼玉県越谷市南荻島895 24時間

越谷市 ウエルシア　越谷蒲生店 埼玉県越谷市南町1-15-27 9:00～24:00

越谷市 マミーマート　弥十郎店 埼玉県越谷市弥十郎554-1 9:00～22:00

越谷市 ヤマト運輸　越谷流通団地センター 埼玉県越谷市流通団地1-4-5 24時間

桶川市 ヤマト運輸　埼玉桶川センター 埼玉県桶川市加納字大加納131-29 24時間

桶川市 ヤマト運輸　桶川坂田センター 埼玉県桶川市坂田767-1 24時間

桶川市 東武ストア　桶川店 埼玉県桶川市若宮1-5-2 9:00～22:00

桶川市 ウエルシア　桶川泉店 埼玉県桶川市泉1-8-6 24時間

桶川市 ヨークマート　桶川店 埼玉県桶川市末広2-1-34 24時間

加須市 東武鉄道 伊勢崎線　花崎駅 埼玉県加須市花崎字蓮田157 始発～終電

加須市 ヤマト運輸　埼玉大利根センター 埼玉県加須市間口字道南559-1 24時間

加須市 コインランドリープードル　加須市久下店 埼玉県加須市久下1-42-4 24時間

加須市 ウエルシア　加須久下店 埼玉県加須市久下3-435-19 9:00～24:00

加須市 トライアル　スーパーセンター騎西店 埼玉県加須市根古屋648-1 24時間

加須市 ウエルシア　騎西根古屋店 埼玉県加須市根古屋651-7 9:00～23:00

加須市 東武ストア　加須店 埼玉県加須市中央1-1-15 24時間

加須市 東武鉄道 伊勢崎線　加須駅 埼玉県加須市中央1-1-15 始発～終電

加須市 ヤマト運輸　加須大桑センター 埼玉県加須市南大桑字大丸谷807-1 24時間

加須市 ヤマト運輸　加須富士見センター 埼玉県加須市南町9-1 24時間

加須市 とりせん　加須浜町店 埼玉県加須市浜町1-17 9:00～21:45

吉川市 Big-A　吉川高富店 埼玉県吉川市高富1-27-7 24時間

吉川市 ヤマト運輸　吉川きよみのセンター 埼玉県吉川市中井1-153 24時間

吉川市 コインランドリープードル　吉川美南店 埼玉県吉川市美南1-5-3 24時間

吉川市 ライフ　吉川駅前店 埼玉県吉川市保1-13-3 9:30～24:00

久喜市 マミーマート　栗橋店 埼玉県久喜市伊坂1368-4 9:00～22:00



久喜市 ドラッグセイムス　久喜店 埼玉県久喜市久喜東1-15-30 9:00～21:45

久喜市 レオパレス21　クレイノセレッソパルシーⅡ 埼玉県久喜市久喜東5-17-23 24時間

久喜市 ベルク　ベスタ東鷲宮店 埼玉県久喜市桜田2-6-1 9:00～24:00

久喜市 ヤマト運輸　久喜河原井センター 埼玉県久喜市除堀字江川東911-2 24時間

久喜市 ヤマト運輸　埼玉栗橋センター 埼玉県久喜市小右衛門字大堀向1295-2 24時間

久喜市 モラージュ菖蒲 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 9:00～23:00

久喜市 ヤマト運輸　埼玉鷲宮センター 埼玉県久喜市西大輪2054-1 24時間

久喜市 マルエツ　久喜店 埼玉県久喜市青毛2-1-5 24時間

久喜市 東武鉄道 日光線　南栗橋駅 埼玉県久喜市南栗橋1-20 始発～終電

久喜市 ドラッグセイムス　久喜本町薬局 埼玉県久喜市本町1-1-16 10:00～21:45

久喜市 東武鉄道 伊勢崎線　鷲宮駅 埼玉県久喜市鷲宮中央1-1-17 始発～終電

狭山市 西武鉄道　稲荷山公園駅 埼玉県狭山市稲荷山1-1 始発～終電

狭山市 ヤマト運輸　狭山上広瀬センター 埼玉県狭山市下広瀬777-1 24時間

狭山市 ヤマト運輸　新狭山センター 埼玉県狭山市加佐志367-1 24時間

狭山市 Big-A　狭山狭山台店 埼玉県狭山市狭山台3-13-5 24時間

狭山市 デイリーケアセイジョー　狭山台店 埼玉県狭山市狭山台4-23-1 24時間

狭山市 Big-A　狭山広瀬東店 埼玉県狭山市広瀬東3-30-33 24時間

狭山市 イオン　狭山店 埼玉県狭山市上奥富1126-1 10:00～22:00

狭山市 ヤマト運輸　狭山奥富センター 埼玉県狭山市上奥富321-2 24時間

狭山市 西武鉄道　新狭山駅 埼玉県狭山市新狭山3-12-1 始発～終電

狭山市 ウエルシア　狭山東三ツ木店 埼玉県狭山市東三ツ木197-1 9:00～24:00

狭山市 ベルク　ベスタ狭山店 埼玉県狭山市入間川1025 9:00～24:00

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

狭山市 ベルク　狭山入間川店 埼玉県狭山市入間川1-16-30 9:00～24:00

狭山市 Big-A　狭山店 埼玉県狭山市入間川3142-57 24時間

狭山市 ウエルシア　狭山北入曽店 埼玉県狭山市北入曽688-1 9:00～24:00

狭山市 ヤオコー　北入曽店 埼玉県狭山市北入曽720-1 9:30～22:00

狭山市 ヤマト運輸　狭山入曽センター 埼玉県狭山市堀兼1716-1 24時間

熊谷市 ベルク　柿沼店 埼玉県熊谷市柿沼610-1 9:00～24:00

熊谷市 ベルク　玉井店 埼玉県熊谷市玉井1-12-1 9:00～24:00

熊谷市 ヤマト運輸　熊谷玉井センター 埼玉県熊谷市玉井31 24時間

熊谷市 ベルク　熊谷銀座店 埼玉県熊谷市銀座2-226 9:00～24:00

熊谷市 ニットーモール 埼玉県熊谷市銀座2-245 10:00～21:00

熊谷市 ヤマト運輸　埼玉江南センター 埼玉県熊谷市御正新田16-1 24時間

熊谷市 ベルク　広瀬店 埼玉県熊谷市広瀬131 9:00～24:00

熊谷市 ベルク　佐谷田店 埼玉県熊谷市佐谷田2402-1 9:00～25:00

熊谷市 ヤマト運輸　熊谷問屋町センター 埼玉県熊谷市佐谷田字不動堂490-1 24時間

熊谷市 ベルク　フォルテ上之店 埼玉県熊谷市上之2138 9:00～24:00

熊谷市 マミーマート　籠原店 埼玉県熊谷市新堀新田523 9:00～21:00

熊谷市 ベルク　かごはら南店 埼玉県熊谷市新堀新田677 9:00～24:00

熊谷市 快活CLUB　407号熊谷石原店 埼玉県熊谷市石原473-4 24時間

熊谷市 ベルク　赤城町店 埼玉県熊谷市赤城町3-1-33 9:00～24:00



熊谷市 ウエルシア　熊谷箱田店 埼玉県熊谷市箱田7-8-31 24時間

熊谷市 Big-A　熊谷肥塚店 埼玉県熊谷市肥塚2-1-50 24時間

熊谷市 ウエルシア　熊谷江南店 埼玉県熊谷市樋春2071 9:00～24:00

熊谷市 ウエルシア　熊谷籠原店 埼玉県熊谷市別府1-46 9:00～24:00

熊谷市 イオン　熊谷店 埼玉県熊谷市本石2-135 8:00～22:00

熊谷市 ヤマト運輸　埼玉妻沼センター 埼玉県熊谷市弥藤吾583-1 24時間

戸田市 ヨークマート　下前店 埼玉県戸田市下前2-1-12 24時間

戸田市 ヤマト運輸　戸田喜沢センター 埼玉県戸田市喜沢2-42-4 24時間

戸田市 戸田市役所庁舎 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 8:00～22:00

戸田市 ヤマト運輸　わらび錦町センター 埼玉県戸田市上戸田4-16-11 24時間

戸田市 ウエルシア　戸田新曽店 埼玉県戸田市新曽1803-2 9:00～24:00

戸田市 ヤオコー　戸田駅前店 埼玉県戸田市新曽651-1 9:30～22:00

戸田市 JR東日本　北戸田駅 埼玉県戸田市新曽字芦原 始発～終電

戸田市 ベルク　戸田中町店 埼玉県戸田市中町1-28-24 9:00～23:00

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

幸手市 ヤマト運輸　幸手さくらセンター 埼玉県幸手市円藤内33-1 24時間

幸手市 マルエツ　幸手上高野店 埼玉県幸手市上高野778 24時間

幸手市 ヨークマート　幸手店 埼玉県幸手市天神島1-43 9:00～22:00

幸手市 ヤマト運輸　幸手センター 埼玉県幸手市東1-33-24 24時間

幸手市 ウエルシア　幸手東店 埼玉県幸手市東4-8-2 9:00～24:00

行田市 ウエルシア　行田佐間店 埼玉県行田市佐間1-5-5 24時間

行田市 ヤマト運輸　行田持田センター 埼玉県行田市持田字宮前980-1 24時間

行田市 ベルク　行田城西店 埼玉県行田市城西4-4-1 9:00～24:00

行田市 ウエルシア　行田棚田町店 埼玉県行田市棚田町2-1-13 9:00～24:00

行田市 マミーマート　行田谷郷店 埼玉県行田市谷郷2-13-24 9:00～21:00

行田市 ヤマト運輸　行田長野センター 埼玉県行田市長野1-42-18 24時間

行田市 ベルク　行田長野店 埼玉県行田市長野1-49-1 9:00～24:00

行田市 マミーマート　生鮮市場TOP行田店 埼玉県行田市門井町1-35-5 9:00～21:00

鴻巣市 ヤオコー　鴻巣逆川店 埼玉県鴻巣市逆川2-216 9:00～21:30

鴻巣市 ヤマト運輸　鴻巣フラワー通りセンター 埼玉県鴻巣市市ノ縄151-1 24時間

鴻巣市 ヤマト運輸　鴻巣人形センター 埼玉県鴻巣市人形4-4-70 24時間

鴻巣市 ヤマト運輸　鴻巣吹上センター 埼玉県鴻巣市袋953-2 24時間

鴻巣市 Big-A　鴻巣天神店 埼玉県鴻巣市天神5-10-23 24時間

鴻巣市 ウニクス鴻巣 埼玉県鴻巣市北新宿225-1 9:00～22:00

坂戸市 ウエルシア　坂戸にっさい花みず木店 埼玉県坂戸市にっさい花みず木4-18-1 9:00～24:00

坂戸市 ウエルシア　北坂戸店 埼玉県坂戸市芦山町13-4 9:00～24:00

坂戸市 NPC24H　若葉駅西口パーキング 埼玉県坂戸市関間4-12 24時間

坂戸市 ウエルシア　坂戸鶴舞厚川店 埼玉県坂戸市厚川58-4 9:00～24:00

坂戸市 ベルク　坂戸石井店 埼玉県坂戸市石井2705-3 9:00～24:00

坂戸市 ヤオコー　坂戸千代田店 埼玉県坂戸市千代田2-6-70 9:00～22:00

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

坂戸市 Big-A　坂戸浅羽野店 埼玉県坂戸市浅羽野1-1-7 24時間



坂戸市 ウエルシア　坂戸浅羽野店 埼玉県坂戸市浅羽野1-2-1 9:00～24:00

坂戸市 ヤマト運輸　坂戸にっさいセンター 埼玉県坂戸市善能寺309-1 24時間

坂戸市 ヤマト運輸　坂戸千代田センター 埼玉県坂戸市塚越1141-1 24時間

坂戸市 ヤマト運輸　坂戸中央センター 埼玉県坂戸市塚越861-1 24時間

坂戸市 ウエルシア　坂戸南町店 埼玉県坂戸市南町5-12 24時間

坂戸市 ベルク　坂戸八幡店 埼玉県坂戸市八幡2-2-5 9:00～24:00

坂戸市 東武鉄道 東上線　北坂戸駅 埼玉県坂戸市末広町1 始発～終電

坂戸市 ベルク　北坂戸店 埼玉県坂戸市末広町20-2 9:00～24:00

坂戸市 ウエルシア　坂戸薬師町店 埼玉県坂戸市薬師町2373-1 9:00～24:00

坂戸市 ウエルシア　坂戸柳町店 埼玉県坂戸市柳町45-17 9:00～24:00

三郷市 ハローストレージ　三郷パート3 埼玉県三郷市ピアラシティ2-15-7 24時間

三郷市 いなげや　三郷戸ヶ崎店 埼玉県三郷市戸ケ崎2-243-5 9:30～21:30

三郷市 ベルク　三郷戸ヶ崎店 埼玉県三郷市戸ケ崎2-580 9:00～24:00

三郷市 ハローストレージ　三郷金町パート4 埼玉県三郷市高州2-316 24時間

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

三郷市 ヤマト運輸　三郷新和センター 埼玉県三郷市新和3-259 24時間

三郷市 Big-A　三郷駅前店 埼玉県三郷市早稲田1-17-9 24時間

三郷市 ヤマト運輸　新三郷センター 埼玉県三郷市早稲田7-37-9 24時間

三郷市 ヤオコー　三郷中央店 埼玉県三郷市中央1-4-20 9:00～22:00

三郷市 Dパーキング　三郷 埼玉県三郷市中央3-48-4 24時間

三郷市 Big-A　みさと団地店 埼玉県三郷市彦成3-7 みさと団地7街区4号棟101号室 24時間

三郷市 ヤマト運輸　三郷センター 埼玉県三郷市彦沢1-145-1 24時間

志木市 東武鉄道 東上線　柳瀬川駅 埼玉県志木市館2-5-1 始発～終電

志木市 マルエツ　志木幸町店 埼玉県志木市幸町1-3-35 9:00～21:45

志木市 ウェルパーク　志木幸町店 埼玉県志木市幸町3-4-34 10:00～23:00

志木市 ヤマト運輸　志木本町センター 埼玉県志木市上宗岡4-19-20 24時間

志木市 ヤマト運輸　中宗岡センター 埼玉県志木市中宗岡5-14-25 24時間

志木市 いなげや　志木柏町店 埼玉県志木市柏町1-6-72 9:00～21:00

児玉郡上里町 ヤマト運輸　本庄児玉工業団地センター 埼玉県児玉郡上里町嘉美1267-1 24時間

児玉郡上里町 ベルク　七本木店 埼玉県児玉郡上里町七本木2558-1 9:00～24:00

児玉郡上里町 ヤマト運輸　埼玉上里センター 埼玉県児玉郡上里町七本木字三軒後2019-1 24時間

児玉郡美里町 ウエルシア　美里店 埼玉県児玉郡美里町古郡508-1 9:00～20:00

春日部市 マルエツ　豊春店 埼玉県春日部市下蛭田278 9:00～21:00

春日部市 イオン　春日部店 埼玉県春日部市下柳420-1 8:00～23:00

春日部市 ウエルシア　春日部八丁目店 埼玉県春日部市小渕107-4 9:00～24:00

春日部市 ヤマト運輸　春日部栄町センター 埼玉県春日部市小渕602-1 24時間

春日部市 東武鉄道 野田線　豊春駅 埼玉県春日部市上蛭田136-1 始発～終電

春日部市 ヤマト運輸　春日部豊春センター 埼玉県春日部市上蛭田600-1 24時間

春日部市 東武鉄道 伊勢崎線　武里駅 埼玉県春日部市大場450 始発～終電

春日部市 ヤマト運輸　春日部大場センター 埼玉県春日部市大場字永島1696-1 24時間

春日部市 ヤオコー　南桜井店 埼玉県春日部市大衾496-14 9:00～22:00

春日部市 ヤマト運輸　春日部豊野町センター 埼玉県春日部市銚子口691-1 24時間



春日部市 コモディイイダ　春日部店 埼玉県春日部市粕壁東5-7-37 9:00～22:00

春日部市 マルエツ　一の割店 埼玉県春日部市備後東1-24-1 10:00～21:00

春日部市 Big-A　藤塚店 埼玉県春日部市本田町1-155-2 24時間

春日部市 マルエツ　春日部緑町店 埼玉県春日部市緑町6-10-5 10:00～25:00

所沢市 グランエミオ所沢 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 始発～終電

所沢市 ウエルシア　所沢けやき台店 埼玉県所沢市けやき台2-38-1 9:00～24:00

所沢市 ウエルシア　所沢下安松店 埼玉県所沢市下安松963-3 9:00～24:00

所沢市 ヤマト運輸　所沢中富南センター 埼玉県所沢市下新井1461-1 24時間

所沢市 ヨークマート　所沢花園店 埼玉県所沢市花園1-2313-1 9:00～22:00

所沢市 ヤマト運輸　所沢北中センター 埼玉県所沢市岩岡町668-1 24時間

所沢市 快活CLUB　所沢バイパス店 埼玉県所沢市牛沼433 24時間

所沢市 西武鉄道　狭山ヶ丘駅 埼玉県所沢市狭山ケ丘1-2980 始発～終電

所沢市 マミーマート　狭山ケ丘店 埼玉県所沢市狭山ケ丘1-3006-1 9:00～22:00

所沢市 いなげや　所沢西武園店 埼玉県所沢市荒幡1359-17 9:30～21:00

所沢市 ヤマト運輸　所沢山口センター 埼玉県所沢市荒幡字東本村114-1 24時間

所沢市 ヤマト運輸　所沢三ケ島センター 埼玉県所沢市三ケ島5-857-1 24時間

所沢市 ベルク　山口店 埼玉県所沢市山口1464-1 9:00～24:00

所沢市 ココカラファイン　所沢山口店 埼玉県所沢市山口1511-1 24時間

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 ヤオコー　所沢椿峰店 埼玉県所沢市小手指南4-33-12 9:30～22:00

所沢市 auショップ　所沢陸橋通り店 埼玉県所沢市上安松1246-1 24時間

所沢市 ヤオコー　所沢松井店 埼玉県所沢市上安松813-3 9:30～22:00

所沢市 ヤマト運輸　所沢下富センター 埼玉県所沢市神米金426-2 24時間

所沢市 コーポレート東所沢 埼玉県所沢市東所沢2-9-2 24時間

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 Big-A　東所沢店 埼玉県所沢市東所沢和田2-30-5 24時間

所沢市 ヤオコー　東所沢店 埼玉県所沢市東所沢和田3-2-1 9:30～22:00

所沢市 ベルク　東所沢店 埼玉県所沢市東所沢和田3-30-1 9:00～24:00

所沢市 コーポレート美原 埼玉県所沢市美原町2-2936-1 24時間

所沢市 ヤオコー　所沢美原店 埼玉県所沢市美原町4-2978-1 9:30～22:00

所沢市 西武鉄道　航空公園駅 埼玉県所沢市並木2-4-1 始発～終電

所沢市 ヤオコー　所沢北原店 埼玉県所沢市北原町1415-1 9:00～22:00

所沢市 ヤマト運輸　所沢北野センター 埼玉県所沢市北野南2-2-1 24時間

所沢市 ヤオコー　所沢有楽町店 埼玉県所沢市有楽町7-4 9:00～21:30

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 マルエツ　上尾井戸木店 埼玉県上尾市井戸木1-7-1 9:00～25:00

上尾市 ウエルシア　上尾原市店 埼玉県上尾市原市1-12 9:00～24:00

上尾市 いなげや　上尾沼南駅前店 埼玉県上尾市原市中1-1-8 9:30～21:00

上尾市 ベルク　上尾春日店 埼玉県上尾市春日1-34-29 9:00～24:00

上尾市 マミーマート　小敷谷店 埼玉県上尾市小敷谷字天久保605-1 9:00～21:00

上尾市 Big-A　上町店 埼玉県上尾市上町2-4-7 24時間

上尾市 ヤマト運輸　上尾東センター 埼玉県上尾市上尾下795-3 24時間



上尾市 ヤマト運輸　上尾上平球場前センター 埼玉県上尾市上尾村472-1 24時間

上尾市 ヤマト運輸　上尾平方センター 埼玉県上尾市上野字冨士645-1 24時間

上尾市 ウエルシア　上尾大谷本郷店 埼玉県上尾市大谷本郷735-3 9:00～24:00

上尾市 上尾ショーサンプラザ 埼玉県上尾市谷津2-1-1 24時間

上尾市 フードガーデン　上尾中妻店 埼玉県上尾市中妻3-11-5 9:00～21:45

上尾市 Big-A　西上尾店 埼玉県上尾市中分1-15-6 24時間

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 ウエルシア　上尾柏座店 埼玉県上尾市柏座2-6-2 9:00～24:00

上尾市 トライアル　ディスカウントストア上尾本町店 埼玉県上尾市本町5-16-23 24時間

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 いなげや　大泉学園店 埼玉県新座市栄4-1-26 9:30～22:00

新座市 ヤオコー　新座栗原店 埼玉県新座市栗原1-14-22 9:00～21:30

新座市 ライフ　新座店 埼玉県新座市栗原4-12-25 9:30～24:00

新座市 ヤマト運輸　大和田センター 埼玉県新座市菅沢1-5-19 24時間

新座市 ベルク　池田店 埼玉県新座市池田4-5-12 9:00～24:00

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

新座市 いなげや　新座東店 埼玉県新座市東3-1-1 9:30～21:00

新座市 ヤマト運輸　武蔵野主管支店 埼玉県新座市馬場1-12-4 24時間

新座市 ヤマト運輸　本多センター 埼玉県新座市本多1-4-9 24時間

新座市 ウエルシア　新座市役所前店 埼玉県新座市野火止1-14-14 9:00～24:00

新座市 ウエルシア　新座野火止店 埼玉県新座市野火止6-16-13 9:00～24:00

新座市 ヤオコー　新座店 埼玉県新座市野火止7-1-25 9:30～22:00

新座市 いなげや　新座野寺店 埼玉県新座市野寺2-6-38 9:30～21:30

深谷市 ベルク　深谷稲荷町店 埼玉県深谷市稲荷町1-7-11 9:00～24:00

深谷市 ヤオコー　岡部店 埼玉県深谷市岡2-24-9 9:00～21:30

深谷市 ヤオコー　深谷国済寺店 埼玉県深谷市国済寺522-3 9:00～21:00

深谷市 ヤマト運輸　埼玉岡部センター 埼玉県深谷市山河1213-1 24時間

深谷市 コインランドリーハピハピmama 埼玉県深谷市秋元町123 24時間

深谷市 ウエルシア　深谷小前田店 埼玉県深谷市小前田2640-1 9:00～24:00

深谷市 ウエルシア　深谷上柴西店 埼玉県深谷市上柴町西3-17-16 9:00～24:00

深谷市 ウエルシア　深谷上野台2号店 埼玉県深谷市上野台3185-2 9:00～24:00

深谷市 トライアル　ディスカウントストア深谷店 埼玉県深谷市深谷町7-15 24時間

深谷市 ヤマト運輸　深谷藤沢センター 埼玉県深谷市人見字新屋敷411-1 24時間

深谷市 ヤマト運輸　深谷中央センター 埼玉県深谷市西大沼136-1 24時間

深谷市 ヤマト運輸　熊谷みいずがはらセンター 埼玉県深谷市折之口1808-1 24時間

深谷市 ウエルシア　深谷東大沼店 埼玉県深谷市東大沼309 9:00～24:00

深谷市 ヤマト運輸　深谷はたらセンター 埼玉県深谷市東方町4-30-1 24時間

川越市 ベルク　川越むさし野店 埼玉県川越市むさし野17-11 9:00～24:00

川越市 いなげや　川越旭町店 埼玉県川越市旭町2-11-5 9:30～21:30

川越市 いなげや　川越伊勢原店 埼玉県川越市伊勢原町3-2 9:30～21:00

川越市 ウエルシア　川越岸町店 埼玉県川越市岸町2-23-5 9:00～24:00

川越市 ヤマト運輸　川越くじらいセンター 埼玉県川越市鯨井1805 24時間



川越市 ウエルシア　鶴ヶ島駅西口店 埼玉県川越市鯨井新田3-1 9:00～24:00

川越市 ヤオコー　川越今福店 埼玉県川越市今福1444 9:00～22:00

川越市 コモディイイダ　新河岸店 埼玉県川越市砂944-1 9:00～22:00

川越市 いなげや　川越新河岸店 埼玉県川越市砂新田89-1 9:30～21:00

川越市 ヤオコー　川越山田店 埼玉県川越市山田2042-1 9:00～21:45

川越市 ウエルシア　川越小仙波店 埼玉県川越市小仙波694-8 9:00～24:00

川越市 ベルク　川越小仙波店 埼玉県川越市小仙波町3-16-3 9:00～24:00

川越市 ウニクス川越 埼玉県川越市新宿町1-17-1 8:00～22:00

川越市 ベルク　川越新宿店 埼玉県川越市新宿町5-13-68 9:00～24:00

川越市 ヤオコー　川越新宿店 埼玉県川越市新宿町5-20-1 9:00～21:50

川越市 ウエルシア　川越新宿店 埼玉県川越市新宿町6-27-5 9:00～24:00

川越市 マミーマート　神明町店 埼玉県川越市神明町4-4 9:00～23:45

川越市 ヤマト運輸　川越芳野台センター 埼玉県川越市石田本郷柳原町1053-1 24時間

川越市 ウエルシア　川越仙波店 埼玉県川越市仙波町3-1-2 9:00～24:00

川越市 ウエルシア　川越中台元町店 埼玉県川越市中台元町1-25-1 9:00～24:00

川越市 ヤマト運輸　川越いまふくセンター 埼玉県川越市中福420-9 24時間

川越市 ウエルシア　川越的場店 埼玉県川越市的場1-15-9 9:00～24:00

川越市 ヤマト運輸　川越かさはたセンター 埼玉県川越市的場49-2 24時間

川越市 ベルク　的場店 埼玉県川越市的場811-2 9:00～24:00

川越市 ヤオコー　川越的場店 埼玉県川越市的場新町21-10 9:30～22:00

川越市 ベルク　川越東田町店 埼玉県川越市東田町4-26 9:00～24:00

川越市 ヤマト運輸　川越藤間センター 埼玉県川越市藤間937-9 24時間

川越市 ヤマト運輸　川越おおつかセンター 埼玉県川越市南大塚6-13-1 24時間

川越市 ヤマト運輸　川越いまなりセンター 埼玉県川越市豊田本1-20-7 24時間

川越市 東武ストア　川越店 埼玉県川越市脇田町103 9:00～25:00

川口市 ガーデン　川口安行店 埼玉県川口市安行原760-1 24時間

川口市 マルエツ　安行慈林店 埼玉県川口市安行慈林173 9:00～21:00

川口市 コモディイイダ　安行店 埼玉県川口市安行北谷536-1 9:00～21:45

川口市 Big-A　川口安行店 埼玉県川口市安行北谷560-1 24時間

川口市 マルエツ　安行北谷店 埼玉県川口市安行北谷600 10:00～21:00

川口市 Big-A　川口伊刈店 埼玉県川口市伊刈字中通116 24時間

川口市 JR東日本　川口駅 埼玉県川口市栄町3丁目 24時間

川口市 レオパレス21　CARARU宮町 埼玉県川口市宮町12-16 24時間

川口市 ヨークマート　フードセントラルララガーデン川口店 埼玉県川口市宮町18-9 10:00～21:00

川口市 ドラッグセイムス　川口元郷店 埼玉県川口市元郷2-1-32 10:00～21:45

川口市 マルエツ　元郷店 埼玉県川口市元郷6-15-15 9:00～25:00

川口市 マルエツ　東川口店 埼玉県川口市戸塚2-28-10 10:00～21:00

川口市 コモディイイダ　東川口店 埼玉県川口市戸塚3-36-18 9:00～22:00

川口市 ベルク　川口差間店 埼玉県川口市差間3-38-1 9:00～23:00

川口市 マミーマート　川口芝店 埼玉県川口市芝2-14-24 9:00～21:45

川口市 ウエルシア　川口芝店 埼玉県川口市芝3-12-1 9:00～24:00

川口市 Big-A　川口芝店 埼玉県川口市芝3761-1 24時間



川口市 オイコス蕨 埼玉県川口市芝4-16-2 24時間

川口市 ヨークマート　芝前川店 埼玉県川口市芝下3-37-28 9:00～21:30

川口市 ヤマト運輸　川口柳崎センター 埼玉県川口市芝高木2-11-3 24時間

川口市 マルエツ　芝塚原店 埼玉県川口市芝塚原2-5-11 9:00～21:00

川口市 ウエルシア　川口芝樋ノ爪店 埼玉県川口市芝樋ノ爪1-7-52 24時間

川口市 ヤマト運輸　川口上青木センター 埼玉県川口市上青木1-18-2 24時間

川口市 ヤマト運輸　川口青木センター 埼玉県川口市上青木5-9-30 24時間

川口市 Big-A　川口上青木西2丁目店 埼玉県川口市上青木西2-13-14 24時間

川口市 イオンスタイル新井宿駅前 埼玉県川口市新井宿95-1 24時間

川口市 コモディイイダ　榛松店 埼玉県川口市榛松301-1 9:00～21:45

川口市 マルエツ　西川口東口店 埼玉県川口市西青木3-8-18 10:00～21:00

川口市 Big-A　西川口6丁目店 埼玉県川口市西川口6-4-1 24時間

川口市 ヤマト運輸　川口新郷センター 埼玉県川口市赤井1027 24時間

川口市 イオンモール川口前川 埼玉県川口市前川1-1-11 8:00～23:00

川口市 ヤマト運輸　川口前川センター 埼玉県川口市前川3-1-4 24時間

川口市 ベルク　中青木店 埼玉県川口市中青木2-14-11 9:00～24:00

川口市 Big-A　中青木店 埼玉県川口市中青木3-7-7 24時間

川口市 ヤマト運輸　川口本町センター 埼玉県川口市朝日5-7-17 24時間

川口市 フードガーデン　戸塚安行駅店 埼玉県川口市長蔵新田757-1 9:00～24:00

川口市 ヤマト運輸　川口辻センター 埼玉県川口市辻871-1 24時間

川口市 ニッポンレンタカー　東川口店 埼玉県川口市東川口3-6-18 24時間

川口市 ウエルシア　川口東本郷店 埼玉県川口市東本郷2028-2 9:00～24:00

川口市 コモディイイダ　仲町店 埼玉県川口市南町2-4-35 9:00～22:00

川口市 コモディイイダ　南鳩ヶ谷店 埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-17-9 9:00～22:00

川口市 マルエツ　柳崎店 埼玉県川口市北園町1-1 24時間

川口市 ヤマト運輸　東川口センター 埼玉県川口市北原台3-2-17 24時間

川口市 ベルク　川口前川店 埼玉県川口市本前川2-22-33 9:00～24:00

川口市 ミエルかわぐち 埼玉県川口市本町2-7-25 24時間

川口市 ヨークマート　柳崎店 埼玉県川口市柳崎5-1-35 24時間

川口市 サミットストア　鳩ヶ谷駅前店 埼玉県川口市里1591-1 9:00～24:00

川口市 コインランドリープードル　川口領家店 埼玉県川口市領家1-4-12 24時間

川口市 ヤマト運輸　川口領家センター 埼玉県川口市領家3-7-10 24時間

草加市 イトーヨーカドー　新田店 埼玉県草加市旭町6-15-30 10:00～21:00

草加市 マルエツ　草加稲荷店 埼玉県草加市稲荷3-3-33 24時間

草加市 ウエルシア　草加稲荷5丁目店 埼玉県草加市稲荷5-7-20 9:00～24:00

草加市 東武不動産　新田第1駐輪場 埼玉県草加市金明町263-2 24時間

草加市 Big-A　草加金明町店 埼玉県草加市金明町447 24時間

草加市 クリーニングみわ 埼玉県草加市金明町474-5 24時間

草加市 ヤオコー　草加原町店 埼玉県草加市原町2-3-67 9:00～22:00

草加市 ウエルシア　草加原町店 埼玉県草加市原町3-14-41 9:00～24:00

草加市 東武ストア　松原店 埼玉県草加市松原1-1-9 6:00～25:00

草加市 ヤマト運輸　草加中央センター 埼玉県草加市神明1-5-17 24時間



草加市 ドラッグセイムス　草加清門町店 埼玉県草加市清門2-22-1 9:00～21:45

草加市 ウエルシア　草加店 埼玉県草加市草加2-8-8 9:00～24:00

草加市 ツルハドラッグ　草加5丁目店 埼玉県草加市草加5-1-9 24時間

草加市 ヤマト運輸　草加谷塚センター 埼玉県草加市谷塚上町440-1 24時間

草加市 東武ストア　草加谷塚店 埼玉県草加市谷塚町983-3 24時間

草加市 ヨークマート　草加店 埼玉県草加市中央1-6-9 9:00～22:00

草加市 東武ストア　草加中根店 埼玉県草加市中根3-2-25 9:00～21:00

草加市 レオパレス21　CARARU草加八幡町 埼玉県草加市八幡町532-6 24時間

草加市 ヤマト運輸　草加西センター 埼玉県草加市北谷2-4-5 24時間

草加市 ヤマト運輸　草加学園センター 埼玉県草加市柳島町352 24時間

草加市 ウエルシア　草加柳島店 埼玉県草加市柳島町645-3 9:00～24:00

大里郡寄居町 ヤオコー　寄居店 埼玉県大里郡寄居町寄居1443-1 9:00～21:30

大里郡寄居町 ベルク　フォルテ寄居店 埼玉県大里郡寄居町寄居618-1 9:00～24:00

大里郡寄居町 ヤマト運輸　埼玉寄居センター 埼玉県大里郡寄居町桜沢字二ツ塚1328-1 24時間

大里郡寄居町 ウエルシア　寄居富田店 埼玉県大里郡寄居町富田3250-3 9:00～24:00

秩父郡長瀞町 ウエルシア　長瀞店 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞329 9:00～24:00

秩父市 ベルク　宮地店 埼玉県秩父市下宮地町19-16 9:00～24:00

秩父市 ヤマト運輸　秩父影森センター 埼玉県秩父市上影森字下原753-7 24時間

秩父市 ウエルシア　秩父影森店 埼玉県秩父市上影森字原306 9:00～20:00

秩父市 ベルク　公園橋店 埼玉県秩父市中村町4-3-24 9:00～24:00

朝霞市 ヤオコー　朝霞岡店 埼玉県朝霞市岡2-12-8 9:30～21:45

朝霞市 ウエルシア　朝霞駅東口店 埼玉県朝霞市根岸台5-6-37 9:00～24:00

朝霞市 甲斐ヴィレッジ 埼玉県朝霞市根岸台6-8-20 24時間

朝霞市 ウエルシア　朝霞根岸台店 埼玉県朝霞市根岸台6-8-57 9:00～24:00

朝霞市 フードガーデン　朝霞三原店 埼玉県朝霞市三原1-11-1 9:00～23:00

朝霞市 ヤマト運輸　内間木センター 埼玉県朝霞市上内間木434-1 24時間

朝霞市 ヤマト運輸　泉水センター 埼玉県朝霞市泉水3-8-16 24時間

朝霞市 ヤマト運輸　新倉センター 埼玉県朝霞市台252-1 24時間

朝霞市 コモディイイダ　朝霞仲町店 埼玉県朝霞市仲町1-11-18 9:00～22:00

朝霞市 サミットストア　朝霞台店 埼玉県朝霞市東弁財1-1-10 9:00～23:00

朝霞市 マルエツ　朝霞店 埼玉県朝霞市本町1-12-10 月～土10:00～22:00 日9:00～22:00

朝霞市 東武ストア　朝霞店 埼玉県朝霞市本町2-3-23 24時間

鶴ヶ島市 いなげや　鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市脚折137-1 9:30～21:00

鶴ヶ島市 ベルク　すねおり店 埼玉県鶴ヶ島市脚折1513-1 9:00～24:00

鶴ヶ島市 ウエルシア　鶴ヶ島脚折店 埼玉県鶴ヶ島市脚折町5-8-2 9:00～24:00

鶴ヶ島市 ヤマト運輸　鶴ヶ島すねおりセンター 埼玉県鶴ヶ島市脚折町6-4-2 24時間

鶴ヶ島市 セイジョー　五味ケ谷店 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷1-1 24時間

鶴ヶ島市 Big-A　鶴ヶ島松ヶ丘店 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘1-14-1 24時間

鶴ヶ島市 東武鉄道 東上線　鶴ヶ島駅 埼玉県鶴ヶ島市上広谷18-5 始発～終電

鶴ヶ島市 ウエルシア　鶴ヶ島新町店 埼玉県鶴ヶ島市新町1-6-2 9:00～24:00

鶴ヶ島市 ベルク　鶴ヶ丘店 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘276-1 9:00～24:00

鶴ヶ島市 ヤオコー　鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘340-1 9:00～21:45



鶴ヶ島市 コモディイイダ　鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘65-1 9:00～22:45

鶴ヶ島市 ヤマト運輸　鶴ヶ島鶴ヶ丘センター 埼玉県鶴ヶ島市藤金184-2 24時間

鶴ヶ島市 ヤオコー　ワカバウォーク店 埼玉県鶴ヶ島市富士見1-2-1 9:30～22:00

東松山市 ウエルシア　東松山ライフガーデン店 埼玉県東松山市あずま町4-8-3 9:00～24:00

東松山市 マミーマート　高坂店 埼玉県東松山市元宿1-19-8 9:00～22:00

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

東松山市 ベルク　砂田店 埼玉県東松山市砂田町16-7 9:00～24:00

東松山市 ヤマト運輸　東松山いわはなセンター 埼玉県東松山市松山1657-1 24時間

東松山市 マミーマート　松山町店 埼玉県東松山市松山町3-5-11 9:00～22:00

東松山市 ベルク　東松山新郷店 埼玉県東松山市新郷49-1 9:00～24:00

東松山市 ヤオコー　東松山新宿町店 埼玉県東松山市新宿町17-1 24時間

東松山市 ヤマト運輸　東松山新郷センター 埼玉県東松山市石橋字下宿1473-3 24時間

東松山市 ヤマト運輸　東松山インターセンター 埼玉県東松山市石橋字雉子山729-1 24時間

南埼玉郡宮代町 カスミ　フードスクエア宮代店 埼玉県南埼玉郡宮代町道佛1-1-50 9:00～24:00

南埼玉郡宮代町 ヤマト運輸　埼玉宮代センター 埼玉県南埼玉郡宮代町百間1014-1 24時間

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

日高市 ヤマト運輸　日高武蔵台センター 埼玉県日高市猿田字神明41-1 24時間

日高市 ヤマト運輸　日高高萩センター 埼玉県日高市下鹿山309-12 24時間

日高市 ウエルシア　日高高麗川店 埼玉県日高市高麗川3-12-15 9:00～24:00

日高市 ヤオコー　高麗川店 埼玉県日高市鹿山308-1 9:30～22:00

入間郡越生町 ウエルシア　越生店 埼玉県入間郡越生町越生東2-6-2 9:00～22:00

入間郡三芳町 Big-A　三芳竹間沢店 埼玉県入間郡三芳町竹間沢343-1 24時間

入間郡三芳町 ヤマト運輸　埼玉藤久保センター 埼玉県入間郡三芳町藤久保547-5 24時間

入間郡三芳町 マミーマート　三芳店 埼玉県入間郡三芳町藤久保字富士塚100-1 9:00～22:00

入間郡毛呂山町 ヤマト運輸　埼玉もろやま中央センター 埼玉県入間郡毛呂山町川角字西原19-1 24時間

入間郡毛呂山町 Big-A　毛呂山長瀬店 埼玉県入間郡毛呂山町中央2-3-5 24時間

入間郡毛呂山町 ベルク　毛呂山店 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷293-1 9:00～24:00

入間市 ヨークマート　入間店 埼玉県入間市下藤沢1317-1 24時間

入間市 武蔵藤沢駅前24Ｈ駐車場 埼玉県入間市下藤沢375-1 24時間

入間市 ヤオコー　入間下藤沢店 埼玉県入間市下藤沢4-25-7 9:30～22:00

入間市 ヤマト運輸　入間宮寺センター 埼玉県入間市宮寺2679-1 24時間

入間市 いなげや　入間春日町店 埼玉県入間市春日町1-4-15 9:30～21:00

入間市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　WonderGOO入間店 埼玉県入間市上藤沢387-2 10:00～24:00

入間市 ヤマト運輸　入間藤沢センター 埼玉県入間市上藤沢695-1 24時間

入間市 ヤマト運輸　入間ぶしセンター 埼玉県入間市新光120-1 24時間

入間市 ヨークマート　入間扇台店 埼玉県入間市扇台2-2-30 9:00～22:00

入間市 Big-A　入間仏子店 埼玉県入間市仏子933-3 24時間

入間市 ベルク　入間野田店 埼玉県入間市野田894-1 9:00～24:00

白岡市 ヤマト運輸　埼玉白岡センター 埼玉県白岡市上野田字東上原1545-1 24時間

白岡市 ヤオコー　新白岡店 埼玉県白岡市新白岡3-50-1 9:00～22:00

白岡市 マミーマート　白岡店 埼玉県白岡市千駄野719 9:00～22:00

白岡市 ウエルシア　白岡店 埼玉県白岡市白岡1143-1 9:00～24:00



八潮市 フレスポ八潮 埼玉県八潮市大瀬1-1-3 7:00～24:00

八潮市 Big-A　八潮中央店 埼玉県八潮市中央1-29-9 24時間

八潮市 ベルク　八潮鶴ヶ曽根店 埼玉県八潮市鶴ケ曽根894-1 9:00～24:00

八潮市 ヤマト運輸　八潮駅前センター 埼玉県八潮市八潮4-1-5 24時間

八潮市 ヤマト運輸　八潮緑町センター 埼玉県八潮市緑町1-12-6 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

飯能市 マミーマート　飯能武蔵丘店 埼玉県飯能市飯能1038-6 9:00～22:00

飯能市 ヤマト運輸　飯能南町センター 埼玉県飯能市落合388-1 24時間

飯能市 ベルク　飯能緑町店 埼玉県飯能市緑町24-2 9:00～24:00

飯能市 ウエルシア　飯能緑町店 埼玉県飯能市緑町2-6 9:00～24:00

比企郡滑川町 ウエルシア　森林公園駅前店 埼玉県比企郡滑川町みなみ野1-1-2 9:00～24:00

比企郡滑川町 ヤオコー　つきのわ駅前店 埼玉県比企郡滑川町月の輪1-4-1 9:30～22:00

比企郡吉見町 ヤマト運輸　埼玉吉見センター 埼玉県比企郡吉見町下細谷1416-1 24時間

比企郡小川町 ヤオコー　みどりが丘店 埼玉県比企郡小川町みどりが丘2-8-1 9:30～22:00

比企郡小川町 ヤマト運輸　埼玉小川センター 埼玉県比企郡小川町高谷字日影山2651-1 24時間

比企郡小川町 ウエルシア　小川町店 埼玉県比企郡小川町小川436-1 9:00～24:00

比企郡小川町 ヤオコー　小川ショッピングセンター 埼玉県比企郡小川町大塚1152-1 9:30～22:00

比企郡川島町 ウエルシア　川島上伊草店 埼玉県比企郡川島町上伊草1612 9:00～24:00

比企郡川島町 ヤオコー　川島店 埼玉県比企郡川島町中山1373-1 9:00～21:30

比企郡川島町 ヤマト運輸　埼玉川島センター 埼玉県比企郡川島町平沼852-1 24時間

比企郡嵐山町 ウエルシア　嵐山東口店 埼玉県比企郡嵐山町むさし台3-27-1 9:00～24:00

比企郡嵐山町 ヤオコー　嵐山バイパス店 埼玉県比企郡嵐山町平沢土地区画整理地内31街区10 24時間

富士見市 ヤオコー　富士見羽沢店 埼玉県富士見市羽沢3-31-1 9:30～21:30

富士見市 ベルク　富士見関沢店 埼玉県富士見市関沢1-7-12 9:00～24:00

富士見市 ヤマト運輸　富士見山室センター 埼玉県富士見市山室1-1265-1 24時間

富士見市 ウエルシア　富士見鶴瀬東店 埼玉県富士見市鶴瀬東2-7-43 9:00～24:00

富士見市 Big-A　富士見鶴馬店 埼玉県富士見市鶴馬1-23-2 24時間

富士見市 ウエルシア　富士見鶴瀬駅西口店 埼玉県富士見市鶴馬2615-2 9:00～24:00

富士見市 ウエルシア　富士見鶴馬店 埼玉県富士見市鶴馬3-32-22 9:00～24:00

富士見市 Big-A　富士見鶴瀬西店 埼玉県富士見市鶴馬字下郷3493 24時間

富士見市 ウエルシア　富士見渡戸店 埼玉県富士見市渡戸1-12-19 9:00～24:00

富士見市 東武ストア　みずほ台店 埼玉県富士見市東みずほ台2-29-1 6:00～25:00

富士見市 Big-A　富士見東みずほ台店 埼玉県富士見市東みずほ台2-9-6 24時間

北葛飾郡松伏町 驚安堂　松伏店 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏3274 24時間

北葛飾郡松伏町 いなげや　松伏店 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉1-5-3 9:00～21:30

北葛飾郡松伏町 ヤマト運輸　松伏センター 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸字神明127 24時間

北葛飾郡杉戸町 ウエルシア　杉戸倉松店 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松1-3-1 9:00～24:00

北葛飾郡杉戸町 ヤマト運輸　埼玉杉戸センター 埼玉県北葛飾郡杉戸町並塚646-1 24時間

北足立郡伊奈町 ウエルシア　伊奈栄店 埼玉県北足立郡伊奈町栄6-60 9:00～24:00

北足立郡伊奈町 ウニクス伊奈 埼玉県北足立郡伊奈町学園2-188-1 9:00～23:30

北足立郡伊奈町 ドラッグセイムス　伊奈寿店 埼玉県北足立郡伊奈町寿3-130 9:00～21:45

北足立郡伊奈町 ヤマト運輸　埼玉伊奈センター 埼玉県北足立郡伊奈町小室767-12 24時間



北足立郡伊奈町 ドラッグセイムス　伊奈中央店 埼玉県北足立郡伊奈町中央1-225 9:00～21:45

北足立郡伊奈町 ウエルシア　伊奈町役場前店 埼玉県北足立郡伊奈町中央4-56 9:00～24:00

北本市 ヤオコー　北本店 埼玉県北本市石戸5-14 9:00～21:00

北本市 ヤオコー　北本中央店 埼玉県北本市中央4-45-2 9:00～21:30

北本市 ウエルシア　北本中丸店 埼玉県北本市中丸2-3 24時間

北本市 ベルク　北本東間店 埼玉県北本市東間5-56 9:00～24:00

北本市 ベルク　北本二ツ家店 埼玉県北本市二ツ家1-147 9:00～24:00

北本市 ヨークマート　北本二ツ家店 埼玉県北本市二ツ家4-118-1 9:00～22:00

北本市 とりせん　北本店 埼玉県北本市北中丸1-75-1 9:00～24:00

北本市 ヤマト運輸　北本中央センター 埼玉県北本市本町4-24-1 24時間

本庄市 ウエルシア　児玉店 埼玉県本庄市児玉町吉田林380-1 9:00～24:00

本庄市 ヤオコー　児玉バイパス店 埼玉県本庄市児玉町児玉2318-1 9:00～21:00

本庄市 ウエルシア　本庄児玉南店 埼玉県本庄市児玉町児玉308-3 9:00～22:00

本庄市 ヤマト運輸　埼玉児玉センター 埼玉県本庄市児玉町児玉字上中島860-1 24時間

本庄市 ベルク　ベスタ本庄寿店 埼玉県本庄市寿3-5-18 9:00～24:00

本庄市 ウエルシア　本庄朝日町店 埼玉県本庄市朝日町3-23-7 24時間

本庄市 ヤマト運輸　本庄中央センター 埼玉県本庄市東五十子字赤坂659 24時間

本庄市 ウエルシア　本庄日の出店 埼玉県本庄市日の出4-868-1 9:00～24:00

本庄市 ベルク　フォルテ本庄店 埼玉県本庄市本庄2-3-6 9:00～24:00

本庄市 ウエルシア　本庄万年寺店 埼玉県本庄市万年寺1-11-33 9:00～24:00

蓮田市 ヤマト運輸　蓮田閏戸センター 埼玉県蓮田市閏戸字東谷719-1 24時間

蓮田市 ウエルシア　蓮田黒浜店 埼玉県蓮田市黒浜2811 9:00～24:00

蓮田市 マルエツ　蓮田椿山店 埼玉県蓮田市椿山2-12-15 24時間

和光市 ヤマト運輸　赤塚センター 埼玉県和光市下新倉5-20-1 24時間

和光市 ウエルシア　和光丸山台店 埼玉県和光市丸山台2-11-21 24時間

和光市 和光市役所 埼玉県和光市広沢1-5 24時間

蕨市 JR東日本　蕨駅 埼玉県蕨市中央1丁目 始発～終電

蕨市 ライフ　蕨駅前店 埼玉県蕨市塚越1-7-9 9:30～25:00

蕨市 Big-A　蕨塚越3丁目店 埼玉県蕨市塚越3-5-5 24時間

蕨市 ヤオコー　蕨南町店 埼玉県蕨市南町1-5-15 9:30～22:00

蕨市 マルエツ　蕨北町店 埼玉県蕨市北町5-4-32 24時間

いすみ市 ヤックスドラッグ　大原店 千葉県いすみ市若山46-1 24時間

いすみ市 ヤックスドラッグ　大原初芝店 千葉県いすみ市大原9076 9:00～24:00

いすみ市 せんどう　大原岬店 千葉県いすみ市岬町江場土1847-1 24時間

いすみ市 ヤマト運輸　夷隅センター 千葉県いすみ市弥正155 24時間

いすみ市 ヤックスドラッグ　夷隅店 千葉県いすみ市弥正489-1 9:00～20:00

旭市 ヤマト運輸　旭センター 千葉県旭市ニ5841-2 24時間

旭市 ヤックスドラッグ　旭中央店 千葉県旭市ロ谷近304-1 24時間

旭市 ヤックスドラッグ　飯岡店 千葉県旭市横根字瀬戸3502-1 9:00～24:00

旭市 ヤマト運輸　飯岡センター 千葉県旭市後草2247-2 24時間

旭市 トライアル　スーパーセンター旭川口店 千葉県旭市川口3435-1 24時間

旭市 ヤックスケアタウン　旭入野店 千葉県旭市入野703-1 24時間



安房郡鋸南町 ヤックスドラッグ　鋸南店 千葉県安房郡鋸南町下佐久間451-2 9:00～22:00

安房郡鋸南町 ヤマト運輸　鋸南センター 千葉県安房郡鋸南町保田994-1 24時間

夷隅郡御宿町 ヤックスドラッグ　御宿店 千葉県夷隅郡御宿町浜1699-1 9:00～20:00

夷隅郡大多喜町 ヤックスドラッグ　大多喜店 千葉県夷隅郡大多喜町船子855 24時間

印西市 サードスクエア小倉台団地　管理事務所 千葉県印西市小倉台3-1-19 24時間

印西市 マルエツ　小林店 千葉県印西市小林北2-10 9:00～21:00

印西市 ヤマト運輸　印西センター 千葉県印西市草深字天王脇1123-3 24時間

印西市 Big-A　木下店 千葉県印西市大森2552 24時間

印西市 マルエツ　フォレストモール印西牧の原店 千葉県印西市滝野3-1 9:00～22:00

印西市 くすりの福太郎　印西内野店 千葉県印西市内野1-6-1 24時間

印西市 ナリタヤ　印旛日本医大前店 千葉県印西市舞姫1-5-10 24時間

印旛郡栄町 ナリタヤ　安食店 千葉県印旛郡栄町安食2170-1 9:30～21:00

印旛郡栄町 ヤマト運輸　栄町センター 千葉県印旛郡栄町安食2421-137 24時間

印旛郡酒々井町 ヤックスドラッグ　酒々井店 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋63 8:00～21:45

印旛郡酒々井町 せんどう　酒々井店 千葉県印旛郡酒々井町中央台2-2-2 24時間

印旛郡酒々井町 ナリタヤ　酒々井店 千葉県印旛郡酒々井町中央台2-24-1 24時間

印旛郡酒々井町 京成電鉄　京成酒々井駅 千葉県印旛郡酒々井町中川560-1 始発～終電

印旛郡酒々井町 トライアル　スーパーセンター酒々井店 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉457-2 24時間

浦安市 ヤマト運輸　浦安マリーナセンター 千葉県浦安市港37 24時間

浦安市 コインランドリーwash+　今川店 千葉県浦安市今川1-1-35 24時間

浦安市 ヤマト運輸　浦安北栄センター 千葉県浦安市東野1-18-29 24時間

浦安市 ヤオコー　浦安東野店 千葉県浦安市東野2-29-33 9:00～21:45

浦安市 アトレ新浦安店 千葉県浦安市入船1-1-1 7:00～24:00

浦安市 イオン　新浦安店 千葉県浦安市入船1-4-1 8:00～23:00

浦安市 コインランドリーwash+　猫実店 千葉県浦安市猫実2-21-49 24時間

浦安市 ヤマト運輸　浦安舞浜センター 千葉県浦安市富士見4-14-47 24時間

浦安市 コインランドリーwash+　堀江店 千葉県浦安市堀江3-30-22 24時間

我孫子市 ヤマト運輸　我孫子つくし野センター 千葉県我孫子市つくし野2-28-7 24時間

我孫子市 ヤマト運輸　我孫子湖北台センター 千葉県我孫子市岡発戸新田字滝下111-6 24時間

我孫子市 ウエルシア　我孫子下ケ戸店 千葉県我孫子市下ケ戸478-1 9:00～24:00

我孫子市 VZONE　湖北店 千葉県我孫子市湖北台1-13-16 24時間

我孫子市 Big-A　我孫子湖北台店 千葉県我孫子市湖北台8-6-11 24時間

我孫子市 VZONE　我孫子店 千葉県我孫子市柴崎47-2 24時間

我孫子市 Big-A　我孫子柴崎台店 千葉県我孫子市柴崎台4-7-23 24時間

我孫子市 ウエルシア　我孫子若松店 千葉県我孫子市若松102 9:00～24:00

我孫子市 ヤックスドラッグ　我孫子新木店 千葉県我孫子市新木2651-1 9:00～24:00

我孫子市 ウエルシア　我孫子新木駅前店 千葉県我孫子市南新木2-2-1 9:00～24:00

我孫子市 ヤマト運輸　我孫子布佐平和台センター 千葉県我孫子市布佐1089-6 24時間

我孫子市 ナリタヤ　布佐店 千葉県我孫子市布佐3075 24時間

我孫子市 Big-A　我孫子緑店 千葉県我孫子市緑2-11-41 24時間

鎌ケ谷市 ウエルシア　鎌ケ谷くぬぎ山店 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山3-14-14 9:00～24:00

鎌ケ谷市 新京成電鉄　くぬぎ山駅 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山5-1-6 始発～終電



鎌ケ谷市 鎌ヶ谷大仏バスのりば前 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷1-8-2 24時間

鎌ケ谷市 Big-A　鎌ケ谷丸山店 千葉県鎌ケ谷市丸山1-2-10 24時間

鎌ケ谷市 ヤマト運輸　新鎌ケ谷センター 千葉県鎌ケ谷市初富190-6 24時間

鎌ケ谷市 ヤマト運輸　鎌ケ谷センター 千葉県鎌ケ谷市初富800-57 24時間

鎌ケ谷市 アクロスモール新鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1 10:00～21:00

鎌ケ谷市 イオン　鎌ケ谷店 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1 9:00～24:00

鎌ケ谷市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　WonderGOO鎌ヶ谷店 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-6 10:00～22:00

鎌ケ谷市 マルエツ　鎌ヶ谷大仏店 千葉県鎌ケ谷市東初富4-35-1 9:00～21:50

鎌ケ谷市 ヨークマート　東道野辺店 千葉県鎌ケ谷市東道野辺5-16-38 9:00～22:00

鎌ケ谷市 ウエルシア　鎌ケ谷初富店 千葉県鎌ケ谷市南初富3-14-2 9:00～24:00

鎌ケ谷市 ヨークフーズ　鎌ヶ谷店 千葉県鎌ケ谷市富岡1-1-3 9:00～22:00

鎌ケ谷市 ベルク　鎌ヶ谷富岡店 千葉県鎌ケ谷市富岡3-5-1 9:00～24:00

鎌ケ谷市 Big-A　鎌ケ谷北初富店 千葉県鎌ケ谷市北初富2-5 24時間

鴨川市 ヤックスドラッグ　鴨川店 千葉県鴨川市横渚字鎌田105 24時間

鴨川市 ヤックスドラッグ　鴨川長狭店 千葉県鴨川市宮山1707 9:00～20:00

鴨川市 ウエルシア　鴨川広場店 千葉県鴨川市広場1000-1 9:00～24:00

鴨川市 ヤマト運輸　鴨川センター 千葉県鴨川市八色530 24時間

館山市 ウエルシア　館山安東店 千葉県館山市安東22-1 9:00～19:00

館山市 ヤックスドラッグ　館山バイパス店 千葉県館山市正木字道免830 24時間

館山市 ヤックスドラッグ　館山店 千葉県館山市長須賀451-3 9:00～24:00

館山市 ヤマト運輸　館山センター 千葉県館山市二子83-1 24時間

館山市 ウエルシア　館山八幡店 千葉県館山市八幡608-1 9:00～24:00

君津市 いなげや　君津店 千葉県君津市外箕輪2-26-1 9:00～21:30

君津市 ヤマト運輸　小櫃センター 千葉県君津市上新田531-3 24時間

君津市 ヤックスドラッグ　君津人見店 千葉県君津市人見2-20-3 9:00～22:00

君津市 ウエルシア　君津中島店 千葉県君津市中島285-3 9:00～24:00

君津市 ヤマト運輸　君津センター 千葉県君津市法木作88-1 24時間

香取郡神崎町 ナリタヤ　神崎店 千葉県香取郡神崎町神崎本宿664-1 24時間

香取郡神崎町 ヤックスドラッグ　神崎店 千葉県香取郡神崎町神崎本宿666 9:00～20:00

香取郡多古町 ヤックスドラッグ　多古店 千葉県香取郡多古町多古1038-1 24時間

香取郡多古町 ヤックスドラッグ　多古台店 千葉県香取郡多古町多古2000-139 9:00～23:45

香取郡多古町 ヤマト運輸　多古センター 千葉県香取郡多古町多古3571-20 24時間

香取郡東庄町 ヤックスドラッグ　東庄店 千葉県香取郡東庄町笹川い5420-12 24時間

香取市 ヤマト運輸　佐原センター 千葉県香取市佐原イ3916-1 24時間

香取市 ヤックスドラッグ　佐原店 千葉県香取市佐原イ4196-1 24時間

香取市 ウエルシア　香取小見川2号店 千葉県香取市小見川2243-1 9:00～24:00

香取市 ヤマト運輸　小見川センター 千葉県香取市本郷41-1 24時間

佐倉市 Big-A　佐倉ユーカリが丘店 千葉県佐倉市ユーカリが丘2-32-5 24時間

佐倉市 京成電鉄　ユーカリが丘駅 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-8-2 始発～終電

佐倉市 京成電鉄　京成佐倉駅 千葉県佐倉市栄町1001-5 始発～終電

佐倉市 京成電鉄　京成臼井駅 千葉県佐倉市王子台3-30-3 始発～終電

佐倉市 ウエルシア　佐倉王子台店 千葉県佐倉市王子台4-14-1 9:00～24:00



佐倉市 ウエルシア　佐倉寺崎店 千葉県佐倉市寺崎北1-7-3 24時間

佐倉市 ヤックスドラッグ　佐倉寺崎店 千葉県佐倉市寺崎北2-2-1 24時間

佐倉市 ウエルシア　佐倉志津店 千葉県佐倉市上志津1602-1 9:00～24:00

佐倉市 京成電鉄　志津駅 千葉県佐倉市上志津1669 始発～終電

佐倉市 ヤマト運輸　上志津センター 千葉県佐倉市上志津820-2 24時間

佐倉市 ヤマト運輸　大作センター 千葉県佐倉市神門642-5 24時間

佐倉市 ヤマト運輸　佐倉センター 千葉県佐倉市生谷472-1 24時間

佐倉市 ウエルシア　佐倉西志津店 千葉県佐倉市西志津2-22-48 9:00～24:00

佐倉市 東武ストア　佐倉石川店 千葉県佐倉市石川575-1 8:00～25:00

佐倉市 ライフ　佐倉店 千葉県佐倉市大崎台1-18-4 9:00～21:00

佐倉市 ヤックスドラッグ　佐倉店 千葉県佐倉市鏑木町1168 9:00～21:00

佐倉市 ウエルシア　佐倉鏑木店 千葉県佐倉市鏑木町仲田406-3 9:00～24:00

佐倉市 ヤマト運輸　佐倉本町センター 千葉県佐倉市本町102-2 24時間

山武郡横芝光町 ヤックスドラッグ　横芝光店 千葉県山武郡横芝光町横芝2148-1 24時間

山武郡横芝光町 ヤマト運輸　横芝センター 千葉県山武郡横芝光町栗山4466-3 24時間

山武郡九十九里町 ヤマト運輸　九十九里センター 千葉県山武郡九十九里町西野1914-36 24時間

山武郡九十九里町 ヤックスドラッグ　九十九里店 千葉県山武郡九十九里町片貝6768 9:00～21:00

山武郡芝山町 ウエルシア　成田三里塚店 千葉県山武郡芝山町岩山2264-8 9:00～24:00

山武郡芝山町 ヤックスドラッグ　芝山店 千葉県山武郡芝山町小池873-1 24時間

山武市 ヤマト運輸　山武センター 千葉県山武市松尾町大堤472-1 24時間

山武市 ヤックスドラッグ　成東店 千葉県山武市成東4-1 24時間

山武市 ウエルシア　山武成東店 千葉県山武市成東北上宿下491-2 9:00～24:00

山武市 ヤマト運輸　日向台センター 千葉県山武市日向台57-6 24時間

山武市 ヤックスドラッグ　日向店 千葉県山武市木原58-1 9:00～22:00

四街道市 ウエルシア　四街道津の守店 千葉県四街道市四街道1531-6 9:00～24:00

四街道市 ウエルシア　四街道鹿渡店 千葉県四街道市鹿渡1121-1 9:00～24:00

四街道市 ヤックスドラッグ　四街道大日店 千葉県四街道市大日546-5 24時間

四街道市 ナリタヤ　たかの台店 千葉県四街道市鷹の台2-36-4 24時間

四街道市 せんどう　美しが丘店 千葉県四街道市美しが丘1-18-1 24時間

四街道市 ヤックススーパーマーケット　四街道店 千葉県四街道市和良比269-5 24時間

市原市 京成電鉄　ちはら台駅 千葉県市原市ちはら台西1-1 始発～終電

市原市 ユニモちはら台 千葉県市原市ちはら台西3-4 9:00～21:00

市原市 ウエルシア　市原ちはら台店 千葉県市原市ちはら台東8-3-1 9:00～23:00

市原市 せんどう　ちはら台店 千葉県市原市ちはら台南6-1-11 24時間

市原市 ヤマト運輸　市原センター 千葉県市原市玉前西1-2-15 24時間

市原市 せんどう　五井中央店 千葉県市原市五井2316 24時間

市原市 せんどう　五井金杉店 千葉県市原市五井金杉2-11 24時間

市原市 ウエルシア　市原五井中央店 千葉県市原市五井中央東2-26-3 9:00～24:00

市原市 ヤックスドラッグ　光風台店 千葉県市原市光風台1-375-2 9:00～24:00

市原市 ウエルシア　市原光風台店 千葉県市原市光風台2-470 9:00～24:00

市原市 せんどう　国分寺台店 千葉県市原市国分寺台中央6-10-6 24時間

市原市 ヤマト運輸　市原南センター 千葉県市原市佐是217-1 24時間



市原市 ヤックスドラッグ　姉崎店 千葉県市原市姉崎2101 24時間

市原市 ヤマト運輸　姉崎センター 千葉県市原市姉崎700-2 24時間

市原市 ヤマト運輸　市原北センター 千葉県市原市潤井戸1337 24時間

市原市 ウエルシア　市原青柳店 千葉県市原市青柳542-1 9:00～24:00

市原市 ヤックスドラッグ　市原青柳店 千葉県市原市千種6-6-1 9:00～22:00

市原市 せんどう　辰巳台店 千葉県市原市辰巳台西1-8-3 24時間

市原市 ヤックスドラッグ　市原辰巳台店 千葉県市原市辰巳台東1-1-1 24時間

市原市 ウエルシア　市原国分寺台店 千葉県市原市南国分寺台4-1-1 10:00～21:45

市原市 ウエルシア　市原能満店 千葉県市原市能満5-1 9:00～24:00

市原市 ドラッグSENDO　八幡店 千葉県市原市八幡810-3 24時間

市原市 トライアル　スーパーセンター八幡宿店 千葉県市原市八幡海岸通1971-1 10:00～21:00

市原市 せんどう　島野店 千葉県市原市飯沼116-1 24時間

市川市 Big-A　市川曽谷店 千葉県市川市下貝塚1-18-14 24時間

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

市川市 ダイエー　いちかわコルトンプラザ店 千葉県市川市鬼高1-1-1 2F 9:00～22:00

市川市 くすりの福太郎　宮久保店 千葉県市川市宮久保1-7-20 24時間

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 IKKⅡ 千葉県市川市高谷2-1-24 24時間

市川市 ウエルシア　市川国府台店 千葉県市川市国府台4-7-3 9:00～24:00

市川市 ライフ　市川国分店 千葉県市川市国分2-13-16 9:30～22:00

市川市 ヤマト運輸　市川国分センター 千葉県市川市国分6-14-9 24時間

市川市 シャポー市川 千葉県市川市市川1-1-1 7:00～23:00

市川市 京成電鉄　国府台駅 千葉県市川市市川3-30-1 始発～終電

市川市 ヤオコー　市川新田店 千葉県市川市新田2-3-1 9:00～21:45

市川市 京成電鉄　市川真間駅 千葉県市川市真間1-11-1 始発～終電

市川市 レオパレス21　ミランダトレ ラディーチェ 千葉県市川市菅野3-9-2 24時間

市川市 マルエツ　南行徳店 千葉県市川市相之川4-14-2 24時間

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 くすりの福太郎　市川大野駅前店 千葉県市川市大野町2-215 24時間

市川市 ヤオコー　市川田尻店 千葉県市川市田尻1-6-18 9:00～22:00

市川市 マルエツ　東菅野店 千葉県市川市東菅野5-1-25 9:00～21:50

市川市 ウエルシア　南行徳店 千葉県市川市南行徳4-3-17 9:00～24:00

市川市 ヤマト運輸　市川鬼高センター 千葉県市川市二俣1-7-21 24時間

市川市 JR東日本　二俣新町駅 千葉県市川市二俣新町3 24時間

市川市 ヤマト運輸　市川柏井センター 千葉県市川市柏井町3-101 24時間

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

市川市 ウエルシア　市川堀之内店 千葉県市川市堀之内3-25-9 9:00～24:00

市川市 市川市行徳支所 千葉県市川市末広1-1-31 24時間

市川市 コインランドリーwash+　妙典店 千葉県市川市妙典4-16-16 24時間

市川市 ウエルシア　市川妙典店 千葉県市川市妙典5-13-38 9:00～24:00

習志野市 JR東日本　新習志野駅 千葉県習志野市茜浜2丁目 24時間



習志野市 サンシティ津田沼 千葉県習志野市鷺沼4-2-22 24時間

習志野市 京成電鉄　実籾駅 千葉県習志野市実籾1-1-1 始発～終電

習志野市 有限会社　時田 千葉県習志野市実籾2-2-16 24時間

習志野市 ヤマト運輸　習志野実籾センター 千葉県習志野市実籾3-35-5 24時間

習志野市 Big-A　習志野実籾店 千葉県習志野市実籾4-3-11 24時間

習志野市 ベルク　フォルテ津田沼店 千葉県習志野市奏の杜2-1-1 8:00～24:00

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 ライズ・イン・ハウス 千葉県習志野市大久保1-18-9 24時間

習志野市 Big-A　習志野大久保店 千葉県習志野市大久保3-12-17 24時間

習志野市 ヨークマート　谷津店 千葉県習志野市谷津4-8-5 24時間

習志野市 京成電鉄　谷津駅 千葉県習志野市谷津5-4-5 始発～終電

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

習志野市 ウエルシア　習志野実籾店 千葉県習志野市東習志野3-1-24 9:00～24:00

勝浦市 ヤックスドラッグ　勝浦店 千葉県勝浦市新官1359 9:00～24:00

勝浦市 ヤックスドラッグ　勝浦部原店 千葉県勝浦市部原1053 9:00～24:00

松戸市 マルエツ　栄町店 千葉県松戸市栄町6-384 月～土10:00～21:00 日9:00～21:00

松戸市 ヤマト運輸　松戸金ヶ作センター 千葉県松戸市金ケ作272-1 24時間

松戸市 新京成電鉄　五香駅 千葉県松戸市金ケ作408-8 始発～終電

松戸市 マルエツ　矢切駅前店 千葉県松戸市栗山19-1 9:00～25:00

松戸市 ウエルシア　松戸古ヶ崎店 千葉県松戸市古ケ崎4-3579 9:00～24:00

松戸市 ウエルシア　松戸五香店 千葉県松戸市五香4-21-1 9:00～24:00

松戸市 ウエルシア　松戸五香西店 千葉県松戸市五香西2-37-1 9:00～24:00

松戸市 新京成電鉄　元山駅 千葉県松戸市五香南1-5-1 始発～終電

松戸市 マルエツ　高塚店 千葉県松戸市高塚新田165-1 24時間

松戸市 ウエルシア　松戸高塚2号店 千葉県松戸市高塚新田251-12 9:00～24:00

松戸市 マミーマート　高塚店 千葉県松戸市高塚新田字木戸前160-45 9:00～22:00

松戸市 ヤマト運輸　松戸三ケ月センター 千葉県松戸市三ケ月1328 24時間

松戸市 コモディイイダ　馬橋店 千葉県松戸市三ケ月1422 9:00～22:00

松戸市 北総鉄道　松飛台駅 千葉県松戸市紙敷1-29-5 始発～終電

松戸市 ヤマト運輸　松戸紙敷センター 千葉県松戸市紙敷96-1 24時間

松戸市 ヤマト運輸　松戸栄町センター 千葉県松戸市主水新田438-1 24時間

松戸市 マルエツ　小金原店 千葉県松戸市小金原7-18-3 9:00～21:00

松戸市 くすりの福太郎　松戸小山店 千葉県松戸市小山472-2 24時間

松戸市 サミットストア　松戸新田店 千葉県松戸市松戸新田245-1 9:00～22:00

松戸市 マミーマート　松戸新田店 千葉県松戸市松戸新田30-1 9:00～22:00

松戸市 ENEOS　みのり台 千葉県松戸市松戸新田568 6:00～23:00

松戸市 コモディイイダ　松戸新田店 千葉県松戸市松戸新田62-1 9:00～22:00

松戸市 くすりの福太郎　常盤平店 千葉県松戸市常盤平1-12-1 24時間

松戸市 茜商事株式会社　あかね常盤平店 千葉県松戸市常盤平2-9-4 24時間

松戸市 Big-A　常盤平さくら通り店 千葉県松戸市常盤平3-15-3 24時間



松戸市 ArukuFit24　松戸店 千葉県松戸市常盤平3-7-3 24時間

松戸市 くすりの福太郎　新松戸店 千葉県松戸市新松戸7-2 千代田ビル 24時間

松戸市 くすりの福太郎　馬橋店 千葉県松戸市西馬橋幸町135 24時間

松戸市 コインランドリーwash+　馬橋店 千葉県松戸市西馬橋広手町34 24時間

松戸市 東武ストア　馬橋店 千葉県松戸市西馬橋蔵元町2-1 24時間

松戸市 ヤマト運輸　松戸新田センター 千葉県松戸市大橋1119-1 24時間

松戸市 アヴェール 千葉県松戸市中根長津町5 24時間

松戸市 マミーマート　中和倉店 千葉県松戸市中和倉20-1 9:00～22:00

松戸市 ヤマト運輸　根本センター 千葉県松戸市南花島3-37-1 24時間

松戸市 ヤックスドラッグ　二十世紀が丘店 千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町130 24時間

松戸市 ライフ　松戸二十世紀ヶ丘店 千葉県松戸市二十世紀が丘中松町97 9:00～22:00

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

松戸市 ヤマト運輸　松戸常盤平センター 千葉県松戸市日暮6-6 24時間

松戸市 テラスモール松戸 千葉県松戸市八ケ崎2-8-1 9:00～22:00

松戸市 Big-A　松戸八ヶ崎店 千葉県松戸市八ケ崎8-19-1 24時間

松戸市 ウエルシア　松戸樋野口店 千葉県松戸市樋野口932-1 9:00～24:00

松戸市 マルエツ　牧の原店 千葉県松戸市牧の原2-10 10:00～21:50

松戸市 ウエルシア　松戸六高台店 千葉県松戸市六高台7-20-1 9:00～24:00

松戸市 Big-A　松戸六高台店 千葉県松戸市六高台7-71-1 24時間

松戸市 ヨークマート　六高台店 千葉県松戸市六高台7-98-1 9:00～22:00

成田市 ヤックスドラッグ　下総店 千葉県成田市猿山1354 9:00～21:00

成田市 ヤマト運輸　成田ニュータウンセンター 千葉県成田市押畑1209-1 24時間

成田市 ナリタヤ　成田店 千葉県成田市郷部1403 24時間

成田市 ウエルシア　成田公津の杜店 千葉県成田市公津の杜3-26-3 9:00～24:00

成田市 京成電鉄　公津の杜駅 千葉県成田市公津の杜4-11-2 始発～終電

成田市 ヤマト運輸　公津の杜センター 千葉県成田市江弁須80-5 24時間

成田市 ナリタヤ　下総滑川店 千葉県成田市高岡1642 24時間

成田市 ヤックスドラッグ　三里塚店 千葉県成田市三里塚171-1 24時間

成田市 ヤマト運輸　花崎センター 千葉県成田市大清水8-1 24時間

成田市 ヤマト運輸　成田センター 千葉県成田市天神峰155-2 24時間

成田市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　WonderREX成田店 千葉県成田市東和田565-2 10:00～24:00

成田市 アミティ成田Ⅱ 千葉県成田市畑ケ田868 24時間

成田市 ヤックスドラッグ　成田店 千葉県成田市飯田町129-3 24時間

成田市 ヨークマート　成田店 千葉県成田市飯田町158-4 9:00～22:00

千葉市稲毛区 京成電鉄　京成稲毛駅 千葉県千葉市稲毛区稲毛3-1-17 始発～終電

千葉市稲毛区 Big-A　千葉園生店 千葉県千葉市稲毛区園生町236-11 24時間

千葉市稲毛区 ウエルシア　千葉園生店 千葉県千葉市稲毛区園生町880-1 9:00～24:00

千葉市稲毛区 千葉都市モノレール　穴川駅 千葉県千葉市稲毛区穴川79-1 始発～終電

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

千葉市稲毛区 ウエルシア　千葉山王店 千葉県千葉市稲毛区山王町134-1 9:00～24:00

千葉市稲毛区 ヤックスドラッグ　千葉山王店 千葉県千葉市稲毛区山王町48-2 24時間

千葉市稲毛区 ナリタヤ　小深町四街道店 千葉県千葉市稲毛区小深町118-6 24時間



千葉市稲毛区 ウエルシア　千葉小仲台店 千葉県千葉市稲毛区小仲台7-20-7 24時間

千葉市稲毛区 マルエツ　稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台7-2-1 9:00～24:00

千葉市稲毛区 フレスポ稲毛 千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17 7:00～24:00

千葉市稲毛区 ウエルシア　千葉長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町146-1 9:00～24:00

千葉市稲毛区 せんどう　長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町288-183 24時間

千葉市稲毛区 トライアル　スーパーセンター長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町71 24時間

千葉市稲毛区 千葉都市モノレール　天台駅 千葉県千葉市稲毛区天台1-1095-2 始発～終電

千葉市稲毛区 千葉都市モノレール　スポーツセンター駅 千葉県千葉市稲毛区天台6-212-6 始発～終電

千葉市花見川区 スーパーチェーンカワグチ　SCこてはし中央店 千葉県千葉市花見川区こてはし台5-1-17 10:00～19:00

千葉市花見川区 ヤックスドラッグ　新検見川店 千葉県千葉市花見川区花園2-1-25 10:00～22:00

千葉市花見川区 ウエルシア　千葉宮野木台店 千葉県千葉市花見川区宮野木台3-1-1 9:00～24:00

千葉市花見川区 ナリタヤ　花見川店 千葉県千葉市花見川区作新台6-13-3 24時間

千葉市花見川区 サミットストア　花見川区役所前店 千葉県千葉市花見川区瑞穂2-1-10 9:00～21:45

千葉市花見川区 ヤックスドラッグ　千種店 千葉県千葉市花見川区千種町249 24時間

千葉市花見川区 スーパーチェーンカワグチ　こてはし南店 千葉県千葉市花見川区千種町333-9 10:00～20:00

千葉市花見川区 ヨークマート　花見川店 千葉県千葉市花見川区柏井1-1-25 9:00～22:00

千葉市花見川区 Big-A　花見川店 千葉県千葉市花見川区柏井1-5-1 24時間

千葉市花見川区 ヤマト運輸　武石センター 千葉県千葉市花見川区武石町1-396-1 24時間

千葉市花見川区 ウエルシア　千葉武石店 千葉県千葉市花見川区武石町2-616 24時間

千葉市花見川区 京成電鉄　京成幕張駅 千葉県千葉市花見川区幕張町4-601 始発～終電

千葉市花見川区 ヤマト運輸　幕張ベイエリアセンター 千葉県千葉市花見川区幕張町4-814 24時間

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

千葉市花見川区 高惣商事株式会社 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 24時間

千葉市花見川区 レオネクスト　アルシオネ 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-2 24時間

千葉市花見川区 川島建設 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7-8-1 24時間

千葉市若葉区 千葉都市モノレール　みつわ台駅 千葉県千葉市若葉区みつわ台3-28 始発～終電

千葉市若葉区 ヤマト運輸　本千葉センター 千葉県千葉市若葉区貝塚町1101-13 24時間

千葉市若葉区 ヤマト運輸　千城台センター 千葉県千葉市若葉区金親町293-3 24時間

千葉市若葉区 千葉都市モノレール　動物公園駅 千葉県千葉市若葉区源町407-7 始発～終電

千葉市若葉区 ウエルシア　千葉桜木店 千葉県千葉市若葉区桜木4-16-5 24時間

千葉市若葉区 千葉都市モノレール　桜木駅 千葉県千葉市若葉区桜木7-20-1 始発～終電

千葉市若葉区 いなげや　千葉桜木店 千葉県千葉市若葉区桜木8-15-11 10:00～21:00

千葉市若葉区 ヤマト運輸　若松センター 千葉県千葉市若葉区若松町2216-3 24時間

千葉市若葉区 ヤマト運輸　千葉山王センター 千葉県千葉市若葉区若松町707-7 24時間

千葉市若葉区 ヤックスドラッグ　若松店 千葉県千葉市若葉区若松町895 24時間

千葉市若葉区 千葉都市モノレール　小倉台駅 千葉県千葉市若葉区小倉台4-1731-1 始発～終電

千葉市若葉区 ヤマト運輸　若葉センター 千葉県千葉市若葉区小倉町863-5 24時間

千葉市若葉区 ヤックスドラッグ　千城台店 千葉県千葉市若葉区千城台西2-1-3 24時間

千葉市若葉区 千葉都市モノレール　千城台北駅 千葉県千葉市若葉区千城台北1-2-2 始発～終電

千葉市若葉区 千葉都市モノレール　千城台駅 千葉県千葉市若葉区千城台北3-1-418 始発～終電

千葉市若葉区 ウエルシア　千葉大宮台店 千葉県千葉市若葉区大宮台1-1-1 9:00～24:00

千葉市若葉区 ヤックスドラッグ　大宮台店 千葉県千葉市若葉区大宮台7-3208-6 24時間



千葉市若葉区 ヨークマート　都賀店 千葉県千葉市若葉区都賀1-12-1 9:30～22:00

千葉市若葉区 マルエツ　新都賀店 千葉県千葉市若葉区都賀3-20-15 10:00～24:00

千葉市若葉区 ウエルシア　千葉都賀店 千葉県千葉市若葉区都賀3-21-1 9:00～24:00

千葉市若葉区 千葉都市モノレール　都賀駅 千葉県千葉市若葉区都賀3-31-1 始発～終電

千葉市若葉区 ウエルシア　千葉東寺山店 千葉県千葉市若葉区東寺山町790-1 9:00～24:00

千葉市中央区 千葉都市モノレール　県庁前駅 千葉県千葉市中央区市場町1-2 始発～終電

千葉市中央区 千葉都市モノレール　千葉駅 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 始発～終電

千葉市中央区 マミーマート　仁戸名店 千葉県千葉市中央区仁戸名町720-34 9:00～22:00

千葉市中央区 ヤマト運輸　浜野センター 千葉県千葉市中央区生実町83-1 24時間

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

千葉市中央区 京成電鉄　大森台駅 千葉県千葉市中央区大森町463-3 始発～終電

千葉市中央区 千葉都市モノレール　葭川公園駅 千葉県千葉市中央区中央2-1 始発～終電

千葉市中央区 千葉都市モノレール　千葉みなと駅 千葉県千葉市中央区中央港1-17-12 始発～終電

千葉市中央区 せんどう　千葉みなと店 千葉県千葉市中央区中央港2-4-2 24時間

千葉市中央区 コインランドリーwash+　鶴沢店 千葉県千葉市中央区鶴沢町2-2 グレースタカハシ1-Ｂ号室 24時間

千葉市中央区 ヨークマート　都町店 千葉県千葉市中央区都町2-6-25 9:00～22:00

千葉市中央区 ベルク　フォルテ蘇我店 千葉県千葉市中央区南町2-4-12 9:00～24:00

千葉市中央区 ヤックススーパーマーケット　白旗店 千葉県千葉市中央区白旗3-28-1 9:30～21:30

千葉市中央区 千葉都市モノレール　千葉公園駅 千葉県千葉市中央区弁天3-464-1 始発～終電

千葉市中央区 ヤマト運輸　末広センター 千葉県千葉市中央区末広4-18-13 24時間

千葉市中央区 ヤマト運輸　千葉港センター 千葉県千葉市中央区問屋町5-37 24時間

千葉市中央区 かわまち矢作モール 千葉県千葉市中央区矢作町57-1 9:00～21:45

千葉市美浜区 コインランドリーwash+　稲毛海岸店 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸3-1-29 24時間

千葉市美浜区 稲毛海岸三丁目団地 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸3-3 24時間

千葉市美浜区 ヤックスドラッグ　千葉みなと店 千葉県千葉市美浜区幸町1-12-5 24時間

千葉市美浜区 マルエツ　千葉幸町店 千葉県千葉市美浜区幸町2-23-1 9:00～22:00

千葉市美浜区 高洲コミュニティセンター 千葉県千葉市美浜区高洲3-12-1 24時間

千葉市美浜区 Big-A　千葉高浜店 千葉県千葉市美浜区高浜1-10-1 24時間

千葉市美浜区 Big-A　千葉真砂1丁目店 千葉県千葉市美浜区真砂1-12-13 24時間

千葉市美浜区 美浜区役所 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1 24時間

千葉市美浜区 Big-A　千葉真砂店 千葉県千葉市美浜区真砂5-44-6 24時間

千葉市美浜区 マルエツ　リンコス ベイタウン店 千葉県千葉市美浜区打瀬1-2-1 10:00～22:00

千葉市緑区 ヤックスドラッグ　士気店 千葉県千葉市緑区あすみが丘4-19-3 9:00～24:00

千葉市緑区 トライアル　ディスカウントストアあすみが丘店 千葉県千葉市緑区あすみが丘5-46-1 24時間

千葉市緑区 ウエルシア　千葉土気店 千葉県千葉市緑区あすみが丘東2-19-3 9:00～24:00

千葉市緑区 ウエルシア　千葉おゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-1 24時間

千葉市緑区 緑区役所 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-15-3 24時間

千葉市緑区 ツルハドラッグ　おゆみ野南店 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-7-2 24時間

千葉市緑区 ヤックスドラッグ　鎌取店 千葉県千葉市緑区鎌取町114-30 24時間

千葉市緑区 ヤマト運輸　緑センター 千葉県千葉市緑区高田町1642 24時間

千葉市緑区 マミーマート　誉田店 千葉県千葉市緑区大膳野町3-4 9:00～22:00

千葉市緑区 ウエルシア　千葉誉田店 千葉県千葉市緑区誉田町2-24-547 9:00～24:00



千葉市緑区 せんどう　誉田店 千葉県千葉市緑区誉田町2-24-7 24時間

船橋市 ウエルシア　船橋夏見1丁目店 千葉県船橋市夏見1-17-22 9:00～24:00

船橋市 マミーマート　新夏見店 千葉県船橋市夏見3-28-1 9:00～21:45

船橋市 ヨークマート　夏見台店 千葉県船橋市夏見台2-1-35 24時間

船橋市 ウエルシア　船橋夏見台店 千葉県船橋市夏見台4-5-13 24時間

船橋市 東葉高速鉄道　東海神駅 千葉県船橋市海神2-15 始発～終電

船橋市 ヤマト運輸　船橋海神センター 千葉県船橋市海神5-29-2 24時間

船橋市 京成電鉄　大神宮下駅 千葉県船橋市宮本2-9-9 始発～終電

船橋市 京成電鉄　船橋競馬場駅 千葉県船橋市宮本8-42-1 始発～終電

船橋市 マルエツ　金杉店 千葉県船橋市金杉7-5-1 9:00～22:00

船橋市 くすりの福太郎　船橋古作店 千葉県船橋市古作3-1-60 24時間

船橋市 ベルク　フォルテ船橋店 千葉県船橋市行田1-50-2 9:00～23:00

船橋市 新京成電鉄　高根公団駅 千葉県船橋市高根台1-6-1 始発～終電

船橋市 Big-A　船橋高根台店 千葉県船橋市高根台3-3-4 6:00～23:00

船橋市 ヨークマート　咲が丘店 千葉県船橋市咲が丘1-6-18 9:00～21:00

船橋市 ウエルシア　船橋咲が丘店 千葉県船橋市咲が丘4-1-1 9:00～24:00

船橋市 新京成電鉄　三咲駅 千葉県船橋市三咲2-2-1 始発～終電

船橋市 ヤオコー　船橋三咲店 千葉県船橋市三咲5-33-1 9:30～21:45

船橋市 マルエツ　船橋三山店 千葉県船橋市三山9-9-31 9:00～23:00

船橋市 イオン　船橋店 千葉県船橋市山手1-1-8 8:00～23:00

船橋市 くすりの福太郎　船橋市場通り店 千葉県船橋市市場4-21-11 24時間

船橋市 ヤマト運輸　船橋市場センター 千葉県船橋市市場4-9-15 24時間

船橋市 くすりの福太郎　芝山店 千葉県船橋市芝山2-1-1 24時間

船橋市 マミーマート　飯山満駅前店 千葉県船橋市芝山3-12-51 9:00～23:00

船橋市 JR東日本　南船橋駅 千葉県船橋市若松2丁目 始発～終電

船橋市 マルエツ　東習志野店 千葉県船橋市習志野5-2-1 24時間

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 船橋アドバンスドシティ北習志野 千葉県船橋市習志野台2-60-106 24時間

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 ヨークマート　習志野台店 千葉県船橋市習志野台3-6-1 9:00～21:30

船橋市 新京成電鉄　習志野駅 千葉県船橋市習志野台4-1-9 5:00～25:00

船橋市 マルエツ　習志野店 千葉県船橋市習志野台4-2-13 9:00～22:00

船橋市 Big-A　船橋習志野台店 千葉県船橋市習志野台4-46-14 24時間

船橋市 ヤマト運輸　船橋習志野台センター 千葉県船橋市習志野台8-47-14 24時間

船橋市 全日食チェーン　小室店 千葉県船橋市小室町3060-2 24時間

船橋市 セカンドストリート　船橋新高根店 千葉県船橋市新高根1-8-1 24時間

船橋市 まる忠酒店 千葉県船橋市新高根4-8-13 24時間

船橋市 ヤックスドラッグ　船橋習志野店 千葉県船橋市西習志野4-20-10 24時間

船橋市 京成電鉄　京成西船駅 千葉県船橋市西船4-15-27 24時間

船橋市 東武鉄道 野田線　塚田駅 千葉県船橋市前貝塚町564 始発～終電

船橋市 ウエルシア　船橋前原駅前店 千葉県船橋市前原西8-1-1 24時間

船橋市 金子酒店 千葉県船橋市大穴南5-25-17 24時間



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 マミーマート　船橋日大前店 千葉県船橋市坪井東3-6-1 9:00～22:00

船橋市 ウエルシア　船橋田喜野井店 千葉県船橋市田喜野井6-23-2 9:00～24:00

船橋市 Big-A　船橋田喜野井店 千葉県船橋市田喜野井7-16-10 24時間

船橋市 京成電鉄　東中山駅 千葉県船橋市東中山2-2-22 始発～終電

船橋市 東武ストア　船橋法典店 千葉県船橋市藤原1-27-10 24時間

船橋市 ヤマト運輸　船橋藤原センター 千葉県船橋市藤原3-18-28 24時間

船橋市 ヨークマート　藤原店 千葉県船橋市藤原3-36-1 9:00～22:00

船橋市 サミットストア　馬込沢駅前店 千葉県船橋市藤原7-2-2 9:00～24:00

船橋市 ウエルシア　船橋藤原店 千葉県船橋市藤原7-32-1 9:00～24:00

船橋市 ウエルシア　船橋二子店 千葉県船橋市二子町585-1 9:00～24:00

船橋市 ヤマト運輸　船橋二和センター 千葉県船橋市二和西3-17-10 24時間

船橋市 東葉高速鉄道　飯山満駅 千葉県船橋市飯山満町2-1053-5 24時間

船橋市 ヤマト運輸　船橋芝山センター 千葉県船橋市飯山満町2-684-3 24時間

船橋市 ららぽーとTOKYO-BAY 千葉県船橋市浜町2-1-1 10:00～21:00

船橋市 ヤマト運輸　船橋浜町センター 千葉県船橋市浜町3-3-2 24時間

船橋市 ヤマト運輸　船橋豊富センター 千葉県船橋市豊富町643-2 24時間

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

船橋市 新京成電鉄　薬園台駅 千葉県船橋市薬円台6-1-1 始発～終電

匝瑳市 ヤックスドラッグ　野栄店 千葉県匝瑳市今泉6560-1 9:00～20:00

匝瑳市 ウエルシア　匝瑳八日市場店 千葉県匝瑳市八日市場イ701-1 9:00～24:00

匝瑳市 ヤマト運輸　八日市場センター 千葉県匝瑳市八日市場ホ3107-1 24時間

匝瑳市 ヤックスドラッグ　八日市場店 千葉県匝瑳市八日市場ホ92-1 24時間

袖ケ浦市 ヤックスドラッグ　横田店 千葉県袖ケ浦市横田1210 24時間

袖ケ浦市 ウエルシア　袖ケ浦横田店 千葉県袖ケ浦市横田2632-1 9:00～24:00

袖ケ浦市 ヤマト運輸　袖ケ浦センター 千葉県袖ケ浦市蔵波3024-5 24時間

袖ケ浦市 ウエルシア　袖ケ浦奈良輪店 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-22-6 9:00～24:00

大網白里市 ヤックスケアタウン　大網増穂店 千葉県大網白里市柿餅34 24時間

大網白里市 ヤマト運輸　大網センター 千葉県大網白里市富田867 24時間

銚子市 ヤックスドラッグ　銚子芦崎店 千葉県銚子市芦崎町橋本455 24時間

銚子市 ウエルシア　銚子笠上町店 千葉県銚子市笠上町6870-1 9:00～24:00

銚子市 ヤマト運輸　銚子西センター 千葉県銚子市宮原町585-1 24時間

銚子市 ヤマト運輸　銚子センター 千葉県銚子市小浜町1958-1 24時間

銚子市 ヤックスドラッグ　銚子松本町店 千葉県銚子市松本町2-934-3 9:00～20:00

銚子市 ヤマト運輸　犬吠埼センター 千葉県銚子市川口町2-6373-1 24時間

銚子市 ヤックスドラッグ　銚子南小川町店 千葉県銚子市南小川町565 24時間

銚子市 ヤックスドラッグ　銚子明神町店 千葉県銚子市明神町2-265 9:00～24:00

長生郡一宮町 ヤックスドラッグ　一宮店 千葉県長生郡一宮町一宮2445-1 8:30～20:00

長生郡一宮町 ヤマト運輸　一宮センター 千葉県長生郡一宮町新地56-4 24時間

長生郡長生村 ヤックスドラッグ　長生店 千葉県長生郡長生村七井土1898-4 24時間

長生郡長南町 ヤックスドラッグ　長南店 千葉県長生郡長南町千田264 8:00～24:00

長生郡白子町 ヤックスドラッグ　白子店 千葉県長生郡白子町五井386-2 9:00～20:00



長生郡睦沢町 ヤックスドラッグ　睦沢店 千葉県長生郡睦沢町上之郷2035 9:30～20:00

東金市 ヤマト運輸　東金センター 千葉県東金市家之子473-5 24時間

東金市 ヤマト運輸　台方センター 千葉県東金市台方289-2 24時間

東金市 ヤックスドラッグ　東金新町店 千葉県東金市田間13-9 24時間

東金市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　WonderGOO東金店 千葉県東金市田間222 10:00～24:00

南房総市 ヤックスドラッグ　丸山店 千葉県南房総市加茂2651-1 9:00～24:00

南房総市 ヤックスドラッグ　千倉店 千葉県南房総市千倉町瀬戸2932-1 9:00～24:00

柏市 マミーマート　あけぼの店 千葉県柏市あけぼの3-8-37 9:00～21:45

柏市 ウエルシア　柏しいの木台店 千葉県柏市しいの木台2-1 9:00～24:00

柏市 Big-A　豊四季店 千葉県柏市旭町4-1-6 24時間

柏市 ヤマト運輸　柏若柴センター 千葉県柏市花野井614-1 24時間

柏市 ヨークマート　花野井店 千葉県柏市花野井681 7:00～22:00

柏市 ヤックスドラッグ　柏光ヶ丘店 千葉県柏市光ケ丘2-23-1 24時間

柏市 マミーマート　光ケ丘店 千葉県柏市光ケ丘2-25-10 9:00～21:00

柏市 ヤマト運輸　柏高田センター 千葉県柏市高田379-13 24時間

柏市 ヤオコー　柏高柳駅前店 千葉県柏市高柳1-6-6 9:30～22:00

柏市 昭花園 千葉県柏市今谷上町45 24時間

柏市 マミーマート　柏根戸店 千葉県柏市根戸386-13 9:00～21:00

柏市 ベルク　柏しこだ店 千葉県柏市篠籠田1470 9:00～23:00

柏市 ららぽーと柏の葉 千葉県柏市若柴175 10:00～21:00

柏市 マミーマート　柏若葉町店 千葉県柏市若葉町3-41 9:00～22:00

柏市 ヤマト運輸　柏酒井根センター 千葉県柏市酒井根632-9 24時間

柏市 ヤマト運輸　柏十余二センター 千葉県柏市十余二164-26 24時間

柏市 つくばエクスプレス　柏たなか駅 千葉県柏市小青田5-16-1 始発～終電

柏市 東武ストア　新柏店 千葉県柏市新柏1-4-1 24時間

柏市 Big-A　柏西原店 千葉県柏市西原7-11-26 24時間

柏市 クリエイトSD　柏西原店 千葉県柏市西原7-8-12 9:00～21:00

柏市 ヨークマート　青葉台店 千葉県柏市青葉台2-17-8 24時間

柏市 ライフ　増尾店 千葉県柏市増尾台3-5-15 9:00～21:30

柏市 ランドローム　沼南店 千葉県柏市大井1885-1 9:00～21:45

柏市 コインランドリーwash+　モラージュ柏店 千葉県柏市大山台2-3 24時間

柏市 Big-A　大津ヶ丘店 千葉県柏市大津ケ丘1-57-1 24時間

柏市 ヤマト運輸　沼南大津ヶ丘センター 千葉県柏市大津ケ丘4-1-14 24時間

柏市 Big-A　柏中央店 千葉県柏市中央2-2-22 24時間

柏市 ウエルシア　柏南増尾店 千葉県柏市南増尾8-3-31 9:00～24:00

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 ヤマト運輸　柏センター 千葉県柏市柏1308-14 24時間

柏市 柏市役所 千葉県柏市柏5-10-1 24時間

柏市 ヨークマート　柏の葉公園店 千葉県柏市柏の葉5-5-1 9:00～22:00

柏市 くすりの福太郎　豊四季店 千葉県柏市豊四季489-1 24時間

柏市 ウエルシア　南柏店 千葉県柏市豊四季816-14 9:00～24:00

柏市 ウエルシア　北柏店 千葉県柏市北柏4-3-12 24時間



柏市 ヤマト運輸　柏名戸ケ谷センター 千葉県柏市名戸ケ谷1321-1 24時間

白井市 ヤマト運輸　白井センター 千葉県白井市根177-15 24時間

白井市 Big-A　西白井店 千葉県白井市根1965-5 24時間

白井市 ウエルシア　白井十余一店 千葉県白井市十余一50-5 9:00～24:00

白井市 マルエツ　西白井店 千葉県白井市清水口1-1-1 9:00～24:00

白井市 ウエルシア　西白井店 千葉県白井市清水口1-1-26 9:00～24:00

白井市 くすりの福太郎　西白井店 千葉県白井市西白井2-26-12 24時間

白井市 ウエルシア　白井冨士店 千葉県白井市冨士120-3 9:00～24:00

白井市 マルエツ　白井店 千葉県白井市堀込1-2-10 9:00～21:50

八街市 ヤマト運輸　八街センター 千葉県八街市東吉田字荒老816-16 24時間

八街市 トライアル　スーパーセンター八街店 千葉県八街市八街ほ743-1 24時間

八街市 ヤックスドラッグ　八街中央店 千葉県八街市八街ほ844-1 24時間

八街市 イオン　八街店 千葉県八街市文違301 8:00～23:00

八街市 トライウェル　八街北店 千葉県八街市文違301-2654 24時間

八街市 アタック5　八街店 千葉県八街市文違301-3616 24時間

八街市 ヤックスドラッグ　八街東店 千葉県八街市文違301-3836 24時間

八千代市 東葉高速鉄道　八千代中央駅 千葉県八千代市ゆりのき台1-38 24時間

八千代市 Big-A　八千代ゆりのき台店 千葉県八千代市ゆりのき台2-4 24時間

八千代市 カスミ　フードスクエアゆりのき台店 千葉県八千代市ゆりのき台3-4-1 9:00～24:00

八千代市 ヨークマート　勝田台店 千葉県八千代市勝田台1-33-1 9:00～22:00

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～終電

八千代市 東葉高速鉄道　東葉勝田台駅 千葉県八千代市勝田台北3-2-5 始発～終電

八千代市 ヤマト運輸　八千代上高野センター 千葉県八千代市上高野407-11 24時間

八千代市 ヨークマート　八千代村上店 千葉県八千代市村上2089-1 9:00～22:00

八千代市 東葉高速鉄道　村上駅 千葉県八千代市村上南1-8-1 始発～終電

八千代市 Big-A　八千代大和田店 千葉県八千代市大和田561-1 24時間

八千代市 ウエルシア　八千代緑が丘店 千葉県八千代市大和田新田1031-1 9:00～24:00

八千代市 ヤマト運輸　八千代緑ケ丘センター 千葉県八千代市大和田新田1099-1 24時間

八千代市 八千代市役所 千葉県八千代市大和田新田312-5 24時間

八千代市 ヤックスドラッグ　大和田店 千葉県八千代市大和田新田326-6 24時間

八千代市 ヤオコー　八千代大和田店 千葉県八千代市大和田新田354-205 9:30～21:45

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

八千代市 ウエルシア　八千代大和田店 千葉県八千代市大和田新田庚塚344-1 9:00～24:00

八千代市 ヤマト運輸　八千代麦丸センター 千葉県八千代市麦丸1130 24時間

八千代市 ウエルシア　八千代台店 千葉県八千代市八千代台西9-1-16 10:00～24:00

八千代市 Big-A　八千代八千代台西店 千葉県八千代市八千代台西9-2-21 24時間

八千代市 ウエルシア　八千代台東店 千葉県八千代市八千代台東2-7-1 9:00～24:00

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 ヨークマート　八千代台店 千葉県八千代市八千代台北10-24-1 9:00～22:00

八千代市 スーパーチェーンカワグチ　米本店 千葉県八千代市米本2207-8 10:00～19:30

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

八千代市 イオン　八千代緑が丘店 千葉県八千代市緑が丘2-1-3 8:00～24:00



富津市 ヤマト運輸　富津センター 千葉県富津市下飯野772-1 24時間

富津市 ウエルシア　富津大貫店 千葉県富津市西大和田1340 9:00～24:00

富津市 ヤックスドラッグ　富津大貫店 千葉県富津市千種新田1244 9:00～24:00

富里市 ヤックスドラッグ　富里インター店 千葉県富里市七栄575-264 24時間

富里市 ヤックスドラッグ　富里店 千葉県富里市七栄646-78 24時間

富里市 ヤマト運輸　富里センター 千葉県富里市七栄825 24時間

富里市 ナリタヤ　富里店 千葉県富里市七栄字獅子穴649-55 24時間

富里市 ヤオコー　成田駅前店 千葉県富里市日吉台2-1-1 9:30～21:45

茂原市 ヤマト運輸　茂原緑ヶ丘センター 千葉県茂原市押日488-1 24時間

茂原市 ヤックスドラッグ　茂原高師店 千葉県茂原市高師町2-13-2 24時間

茂原市 ヤックスドラッグ　上茂原店 千葉県茂原市上茂原388-4 24時間

茂原市 せんどう　茂原店 千葉県茂原市早野1051-2 24時間

茂原市 ヤックスドラッグ　茂原谷本店 千葉県茂原市谷本1810-1 9:00～24:00

茂原市 アタック5　茂原店 千葉県茂原市東茂原1-41 9:00～24:00

茂原市 ヤマト運輸　茂原センター 千葉県茂原市六ツ野3710 24時間

茂原市 ナリタヤ　茂原店 千葉県茂原市六ツ野3710-1 24時間

木更津市 ウエルシア　木更津高柳店 千葉県木更津市高柳2-3-27 9:00～24:00

木更津市 ヤマト運輸　木更津センター 千葉県木更津市桜井新町4-16-1 24時間

木更津市 ヤックスドラッグ　木更津清見台店 千葉県木更津市清見台1-17-20 24時間

木更津市 ヤマト運輸　長須賀センター 千葉県木更津市潮見3-9 24時間

木更津市 せんどう　木更津店 千葉県木更津市潮見5-3-1 24時間

木更津市 JR東日本　木更津駅 千葉県木更津市富士見1丁目 24時間

野田市 いなげや　野田みずき店 千葉県野田市みずき2-12 9:00～21:30

野田市 auショップ　野田店 千葉県野田市宮崎56-32 24時間

野田市 くすりの福太郎　野田山崎店 千葉県野田市山崎新町1-12 24時間

野田市 ヨークマート　野田川間南店 千葉県野田市春日町13-1 9:00～21:30

野田市 ヤックスドラッグ　野田店 千葉県野田市清水117-3 9:00～22:00

野田市 東武不動産　TOBU PARK 清水公園駅前西口駐輪場 千葉県野田市清水2385-3 24時間

野田市 ヤマト運輸　野田北センター 千葉県野田市船形1555 24時間

野田市 ENEOS　野田中央 千葉県野田市中根5-11 7:00～22:00

野田市 快活CLUB　16号野田店 千葉県野田市鶴奉34-34 24時間

野田市 ヤマト運輸　野田センター 千葉県野田市堤台北前143-1 24時間

野田市 ヤマト運輸　野田山崎センター 千葉県野田市二ツ塚135-10 24時間

野田市 Big-A　野田尾崎店 千葉県野田市尾崎62-1 24時間

野田市 ベルク　野田尾崎店 千葉県野田市尾崎866 9:00～23:00

野田市 ヤックスドラッグ　関宿店 千葉県野田市木間ケ瀬4934-1 24時間

野田市 ヤマト運輸　関宿センター 千葉県野田市木間ケ瀬5255-1 24時間

野田市 コモディイイダ　野田店 千葉県野田市野田404 9:00～22:00

流山市 ベルク　流山おおたかの森店 千葉県流山市おおたかの森西3-1-2 9:00～24:00

流山市 ウエルシア　流山おおたかの森店 千葉県流山市おおたかの森西4-9 9:00～24:00

流山市 マルエツ　流山おおたかの森店 千葉県流山市おおたかの森東2-1-1 9:00～24:00

流山市 流山おおたかの森S・C 千葉県流山市おおたかの森南1-5-1 8:30～25:00



流山市 カスミ　フードスクエア流山おおたかの森店 千葉県流山市おおたかの森北3-41-2 9:00～24:00

流山市 コモディイイダ　流山店 千葉県流山市加1-12-2 9:00～22:00

流山市 マルエツ　みやぞの店 千葉県流山市宮園1-9 10:00～21:00

流山市 ウエルシア　流山向小金店 千葉県流山市向小金2-184-5 9:00～24:00

流山市 ヨークマート　江戸川台店 千葉県流山市江戸川台東3-1592-1 24時間

流山市 ヤマト運輸　流山江戸川台センター 千葉県流山市小屋71-1 24時間

流山市 ウエルシア　流山西初石店 千葉県流山市西初石3-12-5 9:30～24:00

流山市 東武ストア　初石店 千葉県流山市西初石3-96-24 24時間

流山市 ウエルシア　流山西平井店 千葉県流山市西平井1-31-15 9:00～24:00

流山市 Big-A　流山平和台店 千葉県流山市西平井2-4 24時間

流山市 つくばエクスプレス　流山セントラルパーク駅 千葉県流山市前平井119 始発～終電

流山市 マルエツ　初石店 千葉県流山市東初石3-94-1 9:00～21:00

流山市 Big-A　流山東深井店 千葉県流山市東深井字宮前252-1 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

流山市 ウエルシア　流山美原店 千葉県流山市美原3-92-1 9:00～24:00

流山市 Big-A　流山鰭ヶ崎店 千葉県流山市鰭ケ崎15-10 24時間

流山市 ヨークマート　平和台店 千葉県流山市平和台3-1-10 24時間

流山市 ヤマト運輸　流山名都借センター 千葉県流山市名都借字西ノ下97 24時間

流山市 ウエルシア　流山野々下店 千葉県流山市野々下3-756-1 9:00～24:00

あきる野市 スーパーアルプス　あきる野店 東京都あきる野市秋留2-3-2 9:30～22:00

あきる野市 驚安堂　あきる野店 東京都あきる野市小川東3-9-11 24時間

稲城市 ヤマト運輸　稲城平尾センター 東京都稲城市坂浜1493-1 24時間

稲城市 フレスポ若葉台EAST 東京都稲城市若葉台2-1-1 8:00～24:00

稲城市 ウエルシア　南多摩駅前店 東京都稲城市大丸1007-2 9:00～24:00

稲城市 JR東日本　稲城長沼駅 東京都稲城市東長沼 24時間

稲城市 ヤマト運輸　稲城押立センター 東京都稲城市東長沼1708-3 24時間

稲城市 稲城市役所庁舎 東京都稲城市東長沼2111 24時間

稲城市 レオパレス21　K･S 東京都稲城市矢野口2600-28 24時間

稲城市 レオパレス21　クレイノ豊春 東京都稲城市矢野口2600-5 24時間

羽村市 Big-A　羽村神明台店 東京都羽村市神明台1-3-20 24時間

羽村市 スーパーアルプス　羽村店 東京都羽村市神明台2-3-13 9:30～22:00

羽村市 セイジョー　羽村店 東京都羽村市富士見平2-20-6 24時間

羽村市 ヤマト運輸　福生熊川センター 東京都羽村市緑ケ丘2-4-34 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 ヤマト運輸　奥戸センター 東京都葛飾区奥戸5-21-8 24時間

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 アリオ亀有 東京都葛飾区亀有3-49-3 9:00～21:00

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 株式会社風月堂 東京都葛飾区高砂5-29-11 24時間

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 ヤマト運輸　柴又センター 東京都葛飾区新宿3-3-7 24時間

葛飾区 レオパレス21　富士 東京都葛飾区水元1-15-16 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 ヤマト運輸　水元センター 東京都葛飾区水元2-18-20 24時間

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 9:00～24:00

葛飾区 レオパレス21　サンビームC 東京都葛飾区西水元1-26-17 24時間

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 レオパレス21　中居 東京都葛飾区東堀切3-15-16 24時間

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 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 ヤマト運輸　一之江センター 東京都江戸川区一之江3-15-6 24時間

江戸川区 あぶら屋 東京都江戸川区一之江6-16-15 24時間

江戸川区 岩楯 東京都江戸川区一之江7-39 24時間

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 ザシティベルシティ篠崎 東京都江戸川区篠崎町7-31-15 24時間

江戸川区 市川酒店 東京都江戸川区松江5-9-9 24時間

江戸川区 ヤマト運輸　江戸川春江センター 東京都江戸川区瑞江1-13-5 24時間

江戸川区 カド屋 東京都江戸川区西葛西2-3-17 24時間

江戸川区 シャルマンクレール 東京都江戸川区西葛西3-4-15 24時間

江戸川区 東京メトロ東西線　西葛西駅 東京都江戸川区西葛西6-14-1 始発～終電

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 喜楽屋 東京都江戸川区船堀3-4-11 24時間

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 近藤邸 東京都江戸川区中央1-5-1 24時間

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 メゾン・ド・リプレット 東京都江戸川区中葛西3-15-7 24時間

江戸川区 コインランドリーwash+　中葛西店 東京都江戸川区中葛西4-8-15 24時間



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 レオパレス21　橙 東京都江戸川区東葛西4-40-10 24時間

江戸川区 レオパレス21　隼 東京都江戸川区東葛西4-40-15 24時間

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 コインランドリーwash+　南葛西店 東京都江戸川区南葛西2-3-2 24時間

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 ヤマト運輸　南小岩1丁目センター 東京都江戸川区南小岩1-1-17 24時間

江戸川区 アタック　南小岩6丁目店 東京都江戸川区南小岩6-5-11 9:00～23:00

江戸川区 TMビル 東京都江戸川区平井1-14-1 TMビル1F 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 京成電鉄　江戸川駅 東京都江戸川区北小岩3-24-15 始発～終電

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 ライフ　本一色店 東京都江戸川区本一色1-26-4 9:30～24:00

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 ヤマト運輸　大島6丁目センター 東京都江東区亀戸7-53-17 24時間

江東区 ライフ　亀戸店 東京都江東区亀戸9-24-17 9:00～22:00

江東区 フレスポ住吉 東京都江東区住吉1-4-2 24時間

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 UR大島六丁目団地 東京都江東区大島6-1 24時間

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 ヤマト運輸　東雲2丁目センター 東京都江東区東雲2-2-3 24時間

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 ヤマト運輸　東砂6丁目センター 東京都江東区東砂6-5-11 24時間

江東区 サミットストア　イースト21店 東京都江東区東陽6-3-1 9:00～23:00

江東区 東京イースト21　モール内 東京都江東区東陽6-3-2 7:30～24:00

江東区 ヤマトシステム開発　東陽町オフィス 東京都江東区南砂2-5-15 24時間

江東区 東京メトロ半蔵門線　清澄白河駅 東京都江東区白河1-6-13 始発～終電

江東区 ウエルシア　江東平野店 東京都江東区平野3-7-19 9:00～24:00

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 豊洲センタービルアネックス 東京都江東区豊洲3-3-9 7:00～23:00 施設の利用時間に準ずる

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



江東区 東京メトロ東西線　門前仲町駅 東京都江東区門前仲町1-4-8 始発～終電

港区 品川イーストワンタワー 東京都港区港南2-16-1 7:00～23:30 1/1、1月第3日曜日を除く

港区 東京メトロ南北線　白金高輪駅 東京都港区高輪1-3-20先 始発～終電

港区 ヤマト運輸　六本木3丁目センター 東京都港区六本木3-16-13 アンバサダー1F 24時間

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 レオパレス21　クレイノラメールエムズ 東京都荒川区荒川3-34-5 24時間

荒川区 ヤマト運輸　荒川センター 東京都荒川区荒川3-50-15 24時間

荒川区 都営地下鉄日暮里・舎人ライナー　日暮里駅 東京都荒川区西日暮里2-19-2 始発～終電

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 京成電鉄　新三河島駅 東京都荒川区西日暮里6-2-1 始発～終電

荒川区 田端スカイハイツ 東京都荒川区西尾久4-12-11 24時間

荒川区 ヤマト運輸　西尾久センター 東京都荒川区西尾久7-17-1 24時間

荒川区 CASA VIVACE 東京都荒川区西尾久7-8-11 24時間

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 大型コインランドリーアーバン日暮里店 東京都荒川区東日暮里3-46-14 マイキャッスル浅川101 5:30～24:00

荒川区 ライフ　東日暮里店 東京都荒川区東日暮里4-36-20 10:00～24:00

荒川区 ライフ　東尾久店 東京都荒川区東尾久6-18-10 9:30～22:00

荒川区 ヤマト運輸　南千住センター 東京都荒川区南千住4-1-1 24時間

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

国分寺市 いなげや　ina21国分寺西恋ヶ窪店 東京都国分寺市西恋ケ窪3-27-1 9:30～21:00

国分寺市 ココカラファイン　国分寺並木店 東京都国分寺市並木町1-24-12 24時間

国立市 ヤマト運輸　国立中センター 東京都国立市谷保7038-1 24時間

国立市 レオパレス21　アーバン国立 東京都国立市富士見台1-13-1 24時間

国立市 ウェルパーク　国立矢川店 東京都国立市富士見台3-36-7 10:00～24:00

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

狛江市 狛江市役所庁舎 東京都狛江市和泉本町1-1-5 24時間

三鷹市 コモディイイダ　三鷹店 東京都三鷹市上連雀6-29-7 9:00～21:45

三鷹市 横山商店 Yokoyama 東京都三鷹市上連雀9-23-22 24時間

三鷹市 Big-A　三鷹新川店 東京都三鷹市新川2-17-7 24時間

三鷹市 ヤマト運輸　三鷹新川センター 東京都三鷹市新川2-9-27 24時間

三鷹市 ヤマト運輸　三鷹牟礼センター 東京都三鷹市新川3-13-43 24時間

三鷹市 ツルハドラッグ　三鷹店 東京都三鷹市新川5-15-3 24時間

三鷹市 ヤマト運輸　境南町センター 東京都三鷹市深大寺2-36-2 24時間

三鷹市 サミットストア　三鷹台団地店 東京都三鷹市牟礼2-14-25 9:00～24:00

三鷹市 いなげや　三鷹牟礼店 東京都三鷹市牟礼6-2-20 10:00～21:00

三鷹市 ウエルシア　三鷹野崎店 東京都三鷹市野崎1-16-5 9:00～24:00

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 ヤマト運輸　初台センター 東京都渋谷区初台2-28-1 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 ライフ　渋谷東店 東京都渋谷区東1-26-22 9:00～25:00

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 レオパレス　ミランダアレグリア 東京都小金井市梶野町5-4-11 24時間

小金井市 ピーコックストア　東小金井店 東京都小金井市中町2-23-23 7:00～23:00

小金井市 いなげや　小金井東町店 東京都小金井市東町4-12-16 9:30～21:30

小金井市 レオネクスト　レスポワール 東京都小金井市東町4-5-3 24時間

小金井市 レオパレス21　ラトゥサ 東京都小金井市東町5-28-9 24時間

小金井市 いなげや　小金井本町店 東京都小金井市本町3-1-1 9:30～21:30

小金井市 朝日新聞販売店 小金井西部 東京都小金井市本町5-39-5 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

小金井市 ウェルパーク　小金井緑町店 東京都小金井市緑町5-16-22 10:00～22:00

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 ウェルパーク　小平花小金井店 東京都小平市花小金井5-35-26 10:00～22:00

小平市 ヤマト運輸　茜屋橋センター 東京都小平市回田町316 24時間

小平市 ウエルシア　小平学園西町店 東京都小平市学園西町3-26-22 9:00～24:00

小平市 いなげや　小平学園西町店 東京都小平市学園西町3-30-18 9:30～21:30

小平市 レオパレス21　FitⅡ 東京都小平市学園西町3-3-7 24時間

小平市 Big-A　小平団地店 東京都小平市喜平町3-2-5-106 24時間

小平市 ヤマト運輸　小川橋センター 東京都小平市小川町1-169 24時間

小平市 いなげや　小平小川橋店 東京都小平市小川町1-432-1 9:00～21:30

小平市 ヤマト運輸　小川東町センター 東京都小平市小川町2-1128 24時間

小平市 サンドラッグ　小平店 東京都小平市小川町2-1813-1 24時間

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 マミーマート　小平小川店 東京都小平市小川東町1-6-20 9:00～23:00

小平市 ヤマト運輸　国分寺本町センター 東京都小平市上水本町1-26-11 24時間

小平市 サミットストア　小平上水本町店 東京都小平市上水本町5-13-1 9:00～24:00

小平市 ヤマト運輸　一橋学園センター 東京都小平市仲町543-2 24時間

小平市 株式会社まるやす商店 フレッシュ多摩 東京都小平市仲町611-1 多摩ビル1階 24時間

小平市 いなげや　ina21小平天神店 東京都小平市天神町2-1-1 10:00～21:00

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

昭島市 カインズ　昭島店 東京都昭島市つつじが丘2-8-55 9:00～20:30

昭島市 マミーマート　昭島中神店 東京都昭島市中神町2-19-26 9:00～22:00

昭島市 ウエルシア　昭島朝日町店 東京都昭島市朝日町2-3-19 9:00～24:00

昭島市 いなげや　ina21昭島中神店 東京都昭島市朝日町3-1-26 10:00～21:00

昭島市 ヤマト運輸　昭島拝島センター 東京都昭島市緑町1-9-6 24時間

新宿区 西武鉄道　下落合駅 東京都新宿区下落合1-16-1 始発～終電

新宿区 都営地下鉄大江戸線　牛込柳町駅 東京都新宿区原町2-32 始発～終電

新宿区 東京メトロ副都心線　西早稲田駅 東京都新宿区戸山3-18-2 始発～終電

新宿区 東京メトロ東西線　高田馬場駅 東京都新宿区高田馬場1-35-2 始発～終電

新宿区 ライフ　若松河田駅前店 東京都新宿区若松町28-5 9:30～24:00

新宿区 東京メトロ東西線　落合駅 東京都新宿区上落合2-13-7 始発～終電



新宿区 都営地下鉄大江戸線　中井駅 東京都新宿区上落合2-20-8 始発～終電

新宿区 東京メトロ丸ノ内線　新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿3-14-1 始発～終電

新宿区 東京メトロ副都心線　東新宿駅 東京都新宿区新宿7-27-11 始発～終電

新宿区 東京メトロ有楽町線　飯田橋駅 東京都新宿区神楽坂1-13 始発～終電

新宿区 マルエツ　江戸川橋店 東京都新宿区水道町4-13 9:00～25:00

新宿区 新宿三井ビルディング 東京都新宿区西新宿2-1-1 7:00～24:00 2月第一日曜日を除く

新宿区 都営地下鉄大江戸線　落合南長崎駅 東京都新宿区西落合3-1-18 始発～終電

新宿区 都営地下鉄大江戸線　牛込神楽坂駅 東京都新宿区箪笥町15 始発～終電

新宿区 ヤマト運輸　百人町1丁目センター 東京都新宿区百人町1-18-3 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 東京メトロ丸ノ内線　荻窪駅 東京都杉並区荻窪5-31-7 始発～終電

杉並区 仁神精米店 東京都杉並区下井草3-27-20 24時間

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 富岡精米店 東京都杉並区高井戸西3-16-13 24時間

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 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 レオパレス21　荻窪第12 東京都杉並区南荻窪2-13-14 24時間

世田谷区 小田急電鉄　喜多見駅 東京都世田谷区喜多見9-2 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 サミットストア　砧環八通り店 東京都世田谷区砧2-14-30 9:00～23:00

世田谷区 砧まちづくりセンター 東京都世田谷区砧5-8-18 24時間

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 レオパレス21　菖苑 東京都世田谷区宮坂3-37-13 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 ヤマト運輸　玉堤センター 東京都世田谷区玉堤2-3-22 24時間

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 ライフ　桜新町店 東京都世田谷区桜新町2-23-1 9:30～24:00

世田谷区 メゾン・ド・アゼリア 東京都世田谷区三宿2-29-2 24時間

世田谷区 TOP明大前第3 東京都世田谷区松原3-38-15 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 上北沢地区会館 東京都世田谷区上北沢2-1-3 24時間

世田谷区 世田谷区役所本庁舎 東京都世田谷区世田谷4-21-27 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 サミットストア　代沢十字路店 東京都世田谷区太子堂5-30-10 9:00～25:00

世田谷区 ヤマト運輸　世田谷大原センター 東京都世田谷区大原2-27-33 24時間



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 ヤマト運輸　碑文谷営業所 東京都世田谷区等々力6-5-11 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 烏山中央自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山5-17-23 24時間

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

世田谷区 ヤマト運輸　赤堤センター 東京都世田谷区八幡山1-3-6 24時間

世田谷区 ヤマト運輸　北烏山センター 東京都世田谷区北烏山5-2-5 24時間

世田谷区 サミットストア　野沢龍雲寺店 東京都世田谷区野沢4-2-19 9:00～24:00

清瀬市 清瀬駅北口地下駐輪場 東京都清瀬市元町1-4-3 4:45～24:45

清瀬市 ウェルパーク　清瀬竹丘店 東京都清瀬市竹丘2-15-4 10:00～22:00

清瀬市 Big-A　清瀬竹丘店 東京都清瀬市竹丘3-1-15 24時間

清瀬市 マルエツ　清瀬中里店 東京都清瀬市中里5-21-1 10:00～21:00

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

西多摩郡瑞穂町 ヤマト運輸　瑞穂高根センター 東京都西多摩郡瑞穂町高根260-3 24時間

西多摩郡瑞穂町 ヤマト運輸　西多摩瑞穂長岡センター 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-1-12 24時間

西多摩郡日の出町 イオンモール日の出 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野桜木237-3 9:00～21:00

西東京市 ヤマト運輸　富士町センター 東京都西東京市栄町2-8-13 24時間

西東京市 Big-A　田無向台店 東京都西東京市向台町1-13-35 24時間

西東京市 レオパレス21　HASHIBA 東京都西東京市芝久保町3-1-42 24時間

西東京市 レオパレス21　フレーズ 東京都西東京市芝久保町3-9-11 24時間

西東京市 やすだ　ひばりヶ丘店 東京都西東京市住吉町3-9-8 24時間

西東京市 マルエツ　保谷住吉店 東京都西東京市住吉町6-1-28 9:00～22:00

西東京市 ハローストレージ　ひばりヶ丘パート5 東京都西東京市住吉町6-5 24時間

西東京市 マルエツ　田無西原店 東京都西東京市西原町3-3-14 9:00～22:00

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 ヤマト運輸　武蔵野中央センター 東京都西東京市東伏見4-2-16 24時間

西東京市 レオパレス21　ミナミ 東京都西東京市南町6-5-51 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

青梅市 フォレオ青梅 東京都青梅市今井3-10-9 9:00～24:00

青梅市 ヤオコー　青梅今寺店 東京都青梅市今寺5-14-1 9:00～22:00

青梅市 ヤマト運輸　青梅友田センター 東京都青梅市東青梅5-22-3 24時間

青梅市 ヤマト運輸　青梅藤橋センター 東京都青梅市藤橋3-1-4 24時間

千代田区 東京メトロ有楽町線　永田町駅 東京都千代田区永田町1-11-28 始発～終電

千代田区 中央合同庁舎第3号館 東京都千代田区霞が関2-1-3 24時間

千代田区 霞が関ビルディング 東京都千代田区霞が関3-2-5 7:30～21:00 平日のみ

千代田区 ウエルシア　千代田御茶ノ水店 東京都千代田区外神田2-2-15 24時間

千代田区 東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅 東京都千代田区麹町1-6 始発～終電

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

千代田区 ライフ　神田和泉町店 東京都千代田区神田和泉町2-13 9:30～24:00

千代田区 パセラのコワーク　東神田店 東京都千代田区東神田1-15-9 7:00～23:00

千代田区 新有楽町ビル 東京都千代田区有楽町1-12-1 地下1階 平日8:00～21:00 土日祝11:00～19:00 施設点検日を除く

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 ヤマト運輸　皿沼センター 東京都足立区鹿浜5-22-14 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 ヤマト運輸　足立小台センター 東京都足立区小台1-23-9 24時間

足立区 ヤマト運輸　王子豊島センター 東京都足立区新田1-9-1 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 東武鉄道 大師線　大師前駅 東京都足立区西新井1-3-1 始発～終電

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 パサージオ西新井 東京都足立区西新井栄町1-17-1 7:00～23:30

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 ヤマト運輸　西保木間センター 東京都足立区西保木間3-7-1 24時間

足立区 ウエルシア　足立青井店 東京都足立区青井2-20-14 9:00～24:00

足立区 レオパレス21　クレイノリーウン 東京都足立区青井2-22-9 24時間

足立区 つくばエクスプレス　青井駅 東京都足立区青井3-24-1 始発～終電

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 ヤマト運輸　扇大橋センター 東京都足立区扇2-27-31 24時間

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 ヤマト運輸　西新井本町センター 東京都足立区扇3-20-13 24時間

足立区 東武ストア　小菅店 東京都足立区足立2-46-11 6:00～25:00

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 ヤマト運輸　足立谷中センター 東京都足立区谷中2-1-17 24時間

足立区 東京メトロ千代田線　北綾瀬駅 東京都足立区谷中2-6-21 始発～終電



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 ヤマト運輸　足立東和センター 東京都足立区東和1-27-10 24時間

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 東武鉄道 伊勢崎線　梅島駅 東京都足立区梅田7-37-1 始発～終電

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 サミットストア　保木間店 東京都足立区保木間1-12-8 9:00～24:00

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 グリナード永山 東京都多摩市永山1-4 24時間

多摩市 ヤマト運輸　ネコサポステーション貝取センター 東京都多摩市貝取4-2-1-101 24時間

多摩市 コート・ダジュール　多摩ニュータウン店 東京都多摩市乞田1028-1 24時間

多摩市 Big-A　多摩聖ヶ丘店 東京都多摩市聖ヶ丘2-22 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

多摩市 ヤマト運輸　多摩聖ヶ丘センター 東京都多摩市南野1-2-2 24時間

多摩市 小田急電鉄　小田急多摩センター駅 東京都多摩市落合1-11-2 始発～終電

多摩市 コモディイイダ　聖蹟和田店 東京都多摩市和田1849-1 9:00～22:00

台東区 ヤマト運輸　台東寿センター 東京都台東区寿1-7-1 24時間

台東区 つくばエクスプレス　新御徒町駅 東京都台東区小島2-21-18 始発～終電

台東区 ライフ　新御徒町店 東京都台東区小島2-8-7 9:30～24:00

台東区 つくばエクスプレス　浅草駅 東京都台東区西浅草3-1-11 始発～終電

台東区 ヤマト運輸　西浅草センター 東京都台東区西浅草3-20-5 24時間

台東区 ヤマト運輸　浅草橋1丁目センター 東京都台東区浅草橋1-2-8 24時間

台東区 ヤマト運輸　浅草橋5丁目センター 東京都台東区浅草橋5-2-14浅草橋ハイツ1階 24時間

台東区 ヤマト運輸　蔵前2丁目センター 東京都台東区蔵前2-7-6 24時間

台東区 キュラーズ　蔵前店 東京都台東区蔵前3-4-9 24時間

台東区 ヤマト運輸　上野公園センター 東京都台東区東上野1-26-4 24時間

台東区 ヤマト運輸　東浅草センター 東京都台東区東浅草1-20-8 24時間

台東区 東京メトロ日比谷線　入谷駅 東京都台東区入谷1-6 始発～終電

大田区 ライフ　鵜の木店 東京都大田区鵜の木3-24-2 9:30～22:00

大田区 レオパレス21　クレイノメゾン　ド　ピエラ 東京都大田区鵜の木3-34-20 24時間

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 ヤマト運輸　下丸子2丁目センター 東京都大田区下丸子2-6-3 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 JR東日本　蒲田駅 東京都大田区蒲田5丁目 24時間

大田区 ヤマト運輸　久が原センター 東京都大田区久が原1-12-15 24時間

大田区 レオパレス21　CARARU上池台 東京都大田区上池台1-24-10 24時間

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 ヤマト運輸　南馬込1丁目センター 東京都大田区西馬込1-6-7 24時間

大田区 都営地下鉄浅草線　西馬込駅 東京都大田区西馬込2-1-6 24時間

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 ふじや 東京都大田区大森西1-10-9 24時間

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 ウエルシア　大田大森西店 東京都大田区大森西5-25-21 9:00～23:00

大田区 ライフ　大森中店 東京都大田区大森中1-21-7 9:30～24:00

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 ライフ　大森南店 東京都大田区大森南2-15-4 9:30～22:00

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 ヤマト運輸　仲池上センター 東京都大田区仲池上2-6-14 24時間

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 パーシモンガーデン 東京都大田区東六郷1-10-9 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 レオパレス21　クレイノ緑園 東京都大田区南六郷1-18-1 24時間

大田区 ヤマト運輸　西大井1丁目センター 東京都大田区平和島5-2-2 24時間

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 東京メトロ日比谷線　東銀座駅 東京都中央区銀座4-12-15 始発～終電

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

中央区 月島ハイツ 東京都中央区月島4-21-6 24時間

中央区 カーサ相生 東京都中央区佃2-22-6 6:00～23:00

中央区 東京メトロ半蔵門線　水天宮前駅 東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 始発～終電

中央区 東京メトロ東西線　茅場町駅 東京都中央区日本橋茅場町1-4-6 始発～終電

中央区 室町東三井ビルディング 東京都中央区日本橋室町2-2-1 6:00～24:00

中央区 ヤマト運輸　甘酒横丁センター 東京都中央区日本橋人形町2-20-6 24時間

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 レオパレス21　野方第16 東京都中野区沼袋3-34-2 24時間

中野区 レオパレス21　ソレイユNAKANO 東京都中野区新井2-13-7 24時間

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 ザ･ハウス中野坂上 東京都中野区中央1-32-1 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 都営地下鉄大江戸線　東中野駅 東京都中野区東中野3-8-16 5:00～24:00

中野区 ライフ　東中野店 東京都中野区東中野3-9-7 9:00～24:00

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 ヤマト運輸　中野坂上センター 東京都中野区本町1-14-11 24時間

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 レオパレス21　本社横ショールーム前 東京都中野区本町2-54-11 24時間

中野区 三井のリパーク　中野本町 東京都中野区本町4-33-3 24時間

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 ヤマト運輸　町田金井センター 東京都町田市金井8-24-24 24時間

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

町田市 スーパーアルプス　多摩境店 東京都町田市小山ヶ丘4-5-2 9:30～24:00

町田市 ウエルシア　町田小山町店 東京都町田市小山町5-3 10:00～21:00

町田市 ヤマト運輸　町田小山ヶ丘センター 東京都町田市小山町842-1 24時間

町田市 ヤマト運輸　町田成瀬台センター 東京都町田市西成瀬1-57-1 24時間

町田市 ウエルシア　町田相原店 東京都町田市相原町3336-1 9:00～24:00

町田市 ヤマト運輸　町田中町センター 東京都町田市中町2-19-15 24時間

町田市 レオネクスト　アデランテ 東京都町田市中町2-9-10 24時間

町田市 ヤマト運輸　町田木曽センター 東京都町田市忠生1-29-2 24時間

町田市 ツルハドラッグ　町田忠生店 東京都町田市忠生3-1-12 24時間

町田市 ヤマト運輸　町田金森センター 東京都町田市南町田3-26-1 24時間

町田市 ヤマト運輸　町田金森センター2 東京都町田市南町田3-26-1 24時間

町田市 小田急電鉄　鶴川駅 東京都町田市能ヶ谷1-6-3 始発～終電

町田市 ウェルパーク　町田鶴川店 東京都町田市能ヶ谷2-24-9 10:00～22:30

町田市 ヤマト運輸　町田本町田センター 東京都町田市本町田2672 24時間

町田市 ウエルシア　町田滝の沢店 東京都町田市木曽町120-1 9:00～24:00

町田市 ベルク　町田野津田店 東京都町田市野津田町230 9:00～24:00

調布市 ライフ　キテラタウン調布店 東京都調布市菊野台1-33-3 9:30～24:00

調布市 ココスクエア調布 東京都調布市国領町3-1-38 24時間

調布市 ウェルパーク　調布国領店 東京都調布市国領町3-6-23 7:00～23:00

調布市 イトーヨーカドー　国領店 東京都調布市国領町8-2-64 平日10:00～22:00 土日祝9:00～22:00

調布市 ヤマト運輸　調布小島町北センター 東京都調布市深大寺元町1-7-1 24時間

調布市 クリエイトSD　調布深大寺東町店 東京都調布市深大寺東町1-28-1 10:00～22:00

調布市 いなげや　調布仙川店 東京都調布市仙川町3-4-1 9:30～22:00

調布市 ヤマト運輸　狛江和泉本町センター 東京都調布市染地2-6-1 24時間

調布市 八百幸　成城店 東京都調布市入間町1-35-1 9:30～21:00

調布市 ヤマト運輸　府中朝日センター 東京都調布市飛田給1-6-10 24時間

東久留米市 ヤマト運輸　下里センター 東京都東久留米市下里2-14-21 24時間

東久留米市 Big-A　東久留米下里店 東京都東久留米市下里2-16-20 24時間

東久留米市 Big-A　東久留米金山店 東京都東久留米市金山町2-7-41 24時間

東久留米市 Big-A　東久留米幸町店 東京都東久留米市幸町3-10-21 24時間

東久留米市 東邦運輸 東京都東久留米市幸町4-6-12 24時間

東久留米市 ヤマト運輸　東久留米中央町センター 東京都東久留米市幸町5-2-2 24時間

東久留米市 ハローストレージ　東久留米小山 東京都東久留米市小山5-6-17 24時間



東久留米市 ウエルシア　東久留米滝山店 東京都東久留米市滝山1-8-20 9:00～24:00

東久留米市 ヤオコー　東久留米滝山店 東京都東久留米市滝山4-13-10 9:00～21:30

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

東久留米市 Big-A　東久留米南沢店 東京都東久留米市南沢5-18-51 24時間

東久留米市 ヤマト運輸　前沢センター 東京都東久留米市南町3-10-15 24時間

東久留米市 ウエルシア　東久留米本町店 東京都東久留米市本町1-4-33 24時間

東村山市 久米川駅北口地下駐輪場 東京都東村山市栄町1-3-1 4:30～26:00

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 ヨークマート　東村山店 東京都東村山市恩多町5-47-5 9:00～22:00

東村山市 コモディイイダ　東村山店 東京都東村山市久米川町5-36-1 9:00～21:45

東村山市 いなげや　東村山秋津店 東京都東村山市秋津町1-3-1 9:30～21:00

東村山市 レオパレス21　フォレスト21A 東京都東村山市秋津町4-38-10 24時間

東村山市 新秋津第5駐輪場 東京都東村山市秋津町5-17-1 24時間

東村山市 新秋津駅第1駐輪場 東京都東村山市秋津町5-6-12 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 Big-A　東村山青葉店 東京都東村山市青葉町2-36-5 24時間

東村山市 ヤマト運輸　美住町センター 東京都東村山市美住町1-14-1 24時間

東村山市 ウェルパーク　東村山富士見町店 東京都東村山市富士見町1-13-19 9:00～22:00

東村山市 Big-A　東村山本町店 東京都東村山市本町1-3-64 24時間

東村山市 いなげや　東村山市役所前店 東京都東村山市本町3-42 9:30～21:30

東村山市 レオパレス21　グリフィンドール 東京都東村山市野口町1-26-22 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

東大和市 ウエルシア　東大和向原店 東京都東大和市向原3-1-1 9:00～24:00

東大和市 ヤマト運輸　東大和高木センター 東京都東大和市高木3-429-5 24時間

東大和市 西武鉄道　東大和市駅 東京都東大和市桜が丘1-1415-1 始発～終電

東大和市 Big-A　東大和桜が丘店 東京都東大和市桜が丘2-53-7 24時間

東大和市 ニラク　上北台店 東京都東大和市上北台1-1-4 24時間

東大和市 多摩都市モノレール　上北台駅 東京都東大和市上北台1-5-1 始発～終電

東大和市 多摩都市モノレール　桜街道駅 東京都東大和市上北台3-470 始発～終電

東大和市 ココカラファイン　東大和清水店 東京都東大和市清水2-843-14 24時間

東大和市 Big-A　東大和仲原店 東京都東大和市仲原2-16-5 英ビル1階 24時間

東大和市 Big-A　東大和奈良橋店 東京都東大和市奈良橋6-761-1 24時間

東大和市 ウエルシア　東大和立野店 東京都東大和市立野3-1149-2 24時間

東大和市 ヤオコー　東大和店 東京都東大和市立野3-1344-1 9:30～22:00

日野市 ヤマト運輸　日野平山センター 東京都日野市旭が丘6-11-24 24時間

日野市 ウエルシア　日野栄町店 東京都日野市栄町4-22-1 9:00～24:00

日野市 レオパレス21　高幡 東京都日野市高幡338-1 24時間

日野市 多摩都市モノレール　万願寺駅 東京都日野市新井124先 始発～終電

日野市 UR多摩平の森 東京都日野市多摩平2-6 24時間

日野市 ヤマト運輸　日野日野台センター 東京都日野市多摩平6-8-9 24時間

日野市 ヤオコー　日野南平店 東京都日野市南平7-7-22 9:30～22:00

日野市 多摩都市モノレール　甲州街道駅 東京都日野市日野1030 始発～終電



日野市 ヤマト運輸　日野万願寺センター 東京都日野市日野996-2 24時間

日野市 スーパーアルプス　豊田南店 東京都日野市豊田1-16-1 9:30～22:00

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

日野市 ヤマト運輸　多摩桜ヶ丘センター 東京都日野市落川2003-7 24時間

八王子市 アクロスモール八王子みなみ野 東京都八王子市みなみ野1-2-1 10:00～24:00

八王子市 ウエルシア　八王子みなみ野店 東京都八王子市みなみ野5-15-5 9:00～21:00

八王子市 スーパーアルプス　横川店 東京都八王子市横川町540-1 9:30～22:00

八王子市 Big-A　八王子館ケ丘団地店 東京都八王子市館町1097 ＵＲ都市機構館ヶ丘団地2-8号棟 24時間

八王子市 イトーヨーカドー　八王子店 東京都八王子市狭間町1426-1 9:00～22:00

八王子市 ヤマト運輸　八王子元八センター 東京都八王子市元八王子町2-1038-1 24時間

八王子市 スーパーアルプス　高倉店 東京都八王子市高倉町66-16 9:30～24:00

八王子市 スーパーアルプス　散田店 東京都八王子市散田町5-16-1 9:30～22:45

八王子市 スーパーアルプス　みなみ野店 東京都八王子市七国3-6-1 9:30～22:00

八王子市 多摩都市モノレール　松が谷駅 東京都八王子市松が谷40 始発～終電

八王子市 ヤマト運輸　八王子南大沢センター 東京都八王子市松木27-6 24時間

八王子市 レオパレス21　クレイノサンシティ八王子 東京都八王子市上野町37-1 24時間

八王子市 ヤマト運輸　八王子石川センター 東京都八王子市石川町113-2 24時間

八王子市 ウエルシア　八王子川口店 東京都八王子市川口町1745-3 9:00～24:00

八王子市 多摩都市モノレール　大塚・帝京大学駅 東京都八王子市大塚1473 始発～終電

八王子市 フォレストモール八王子大和田 東京都八王子市大和田町5-7-18 9:00～22:00

八王子市 セイジョー　八王子中野店 東京都八王子市中野山王1-11-16 24時間

八王子市 Big-A　八王子長沼町店 東京都八王子市長沼町943-9 24時間

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 ヤマト運輸　八王子狭間センター 東京都八王子市東浅川町565-7 24時間

八王子市 ヤマト運輸　八王子東中野センター 東京都八王子市東中野2001-20 24時間

八王子市 ウエルシア　八王子東中野店 東京都八王子市東中野279-2 9:00～24:00

八王子市 スーパーアルプス　楢原店 東京都八王子市楢原町1818-15 9:30～24:00

八王子市 三井アウトレットパーク多摩南大沢 東京都八王子市南大沢1-600 10:00～20:00

八王子市 コーポレート南大沢 東京都八王子市南大沢2-206-1 24時間

八王子市 NPC24H　南大沢駅前パーキング 東京都八王子市南大沢4-2-1 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

八王子市 ウエルシア　八王子弐分方店 東京都八王子市弐分方町481-4 9:00～24:00

八王子市 ヤオコー　八王子並木町店 東京都八王子市並木町35-1 9:00～22:00

八王子市 サンドラッグ　京王堀之内店 東京都八王子市別所1-1-1 24時間

八王子市 レオパレス21　BELL 東京都八王子市片倉町706-14 24時間

八王子市 スーパーアルプス　北野店 東京都八王子市北野町545-3 9:30～23:00

八王子市 スーパーアルプス　はざま店 東京都八王子市椚田町1208 9:30～24:00

八王子市 ヤマト運輸　八王子くぬぎだセンター 東京都八王子市椚田町365 24時間

八王子市 ウエルシア　八王子椚田店 東京都八王子市椚田町72-1 9:00～24:00

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 都営地下鉄三田線　西高島平駅 東京都板橋区高島平6-1 5:00～24:00



板橋区 都営地下鉄三田線　新高島平駅 東京都板橋区高島平7-1 5:00～24:00

板橋区 都営地下鉄三田線　高島平駅 東京都板橋区高島平8-2-1 5:00～24:00

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 グランドホール　西高島平店 東京都板橋区三園2-5-24 24時間

板橋区 ヤマト運輸　志村センター 東京都板橋区志村3-3-6 24時間

板橋区 ガーデン　板橋店 東京都板橋区舟渡1-5-7 24時間

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 ヤマト運輸　小茂根センター 東京都板橋区小茂根3-10-7 24時間

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 ヤマト運輸　新河岸センター 東京都板橋区新河岸2-2-7 24時間

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 レオパレス21　ドムス常盤台 東京都板橋区前野町2-23-6 24時間

板橋区 ヤマト運輸　前野町センター 東京都板橋区前野町6-8-24 24時間

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 都営地下鉄三田線　板橋本町駅 東京都板橋区大和町17-1 5:00～24:00

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 イオンスタイル板橋 東京都板橋区徳丸2-6-1 8:00～24:00

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

板橋区 キュラーズ　板橋区役所前店 東京都板橋区板橋3-5-6 24時間

板橋区 都営地下鉄三田線　蓮根駅 東京都板橋区蓮根2-31-30 始発～終電

品川区 イマージュ品川 東京都品川区荏原2-12-2 24時間

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 JR東日本　大井町駅 東京都品川区大井1丁目 始発～終電

品川区 JR東日本　大崎駅 東京都品川区大崎1丁目 24時間

品川区 京浜急行電鉄　立会川駅 東京都品川区東大井2-23-1 始発～終電

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

府中市 ヤマト運輸　府中四谷センター 東京都府中市四谷6-27-5 24時間

府中市 ヤマト運輸　府中若松センター 東京都府中市若松町1-29-7 24時間

府中市 ライフ　東府中店 東京都府中市若松町2-1-10 9:00～24:00

府中市 ライフ　府中中河原店 東京都府中市住吉町1-84-1 9:00～24:00

府中市 レオパレス21　BM 東京都府中市清水が丘3-30-5 24時間

府中市 フレスポ府中 東京都府中市西原町1-6-2 9:00～24:00

府中市 いなげや　府中浅間町店 東京都府中市浅間町3-2-1 9:00～21:30

府中市 ウエルシア　府中天神店 東京都府中市天神町3-12-6 9:00～22:45

府中市 ヤマト運輸　府中美好センター 東京都府中市日新町1-3-17 24時間

府中市 西武鉄道　白糸台駅 東京都府中市白糸台2-71-6 始発～終電

府中市 ウエルシア　府中白糸台店 東京都府中市白糸台3-37-12 9:00～24:00



府中市 サミットストア　ミナノ分倍河原店 東京都府中市片町3-22-26 9:00～25:00

武蔵村山市 ヤマト運輸　武蔵村山伊奈平センター 東京都武蔵村山市伊奈平6-38-2 24時間

武蔵村山市 イオンモールむさし村山 東京都武蔵村山市榎1-1-3 10:00～22:00

武蔵村山市 いなげや　むさし村山店 東京都武蔵村山市学園3-29-1 9:30～21:00

武蔵村山市 いなげや　フードランド武蔵村山残堀店 東京都武蔵村山市残堀2-9-1 9:30～21:00

武蔵村山市 ヤマト運輸　武蔵村山中藤センター 東京都武蔵村山市神明1-94 24時間

武蔵村山市 ヤマト運輸　武蔵村山中藤センター2 東京都武蔵村山市神明1-94 24時間

武蔵野市 いなげや　武蔵野関前店 東京都武蔵野市関前1-9-7 10:00～21:30

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

福生市 驚安堂　福生店 東京都福生市加美平3-17-3 24時間

福生市 ウエルシア　東福生店 東京都福生市武蔵野台1-8-10 9:00～24:00

福生市 ウエルシア　福生北田園店 東京都福生市北田園2-18-5 9:00～24:00

福生市 いなげや　福生銀座店 東京都福生市本町54 10:00～21:00

文京区 レオパレス21　LOVIE文京音羽 東京都文京区音羽1-26-10 24時間

文京区 東京メトロ南北線　東大前駅 東京都文京区向丘1-19-2 始発～終電

文京区 東京メトロ南北線　本駒込駅 東京都文京区向丘2-37-1 始発～終電

文京区 東京メトロ南北線　後楽園駅 東京都文京区春日1-2-3 始発～終電

文京区 都営地下鉄三田線　千石駅 東京都文京区千石1-29-13 始発～終電

文京区 東京メトロ有楽町線　護国寺駅 東京都文京区大塚5-40-8 始発～終電

文京区 ヤマト運輸　白山1丁目センター 東京都文京区白山1-26-23 24時間

文京区 都営地下鉄三田線　白山駅 東京都文京区白山5-36-10 始発～終電

文京区 キュラーズ　本駒込店 東京都文京区本駒込1-1-17 24時間

豊島区 YCF本社 東京都豊島区高田3-15-10 24時間

豊島区 東京メトロ副都心線　雑司が谷駅 東京都豊島区雑司が谷2-6-1 始発～終電

豊島区 Big-A　豊島上池袋店 東京都豊島区上池袋4-18-14 24時間

豊島区 NPC24H　クイック池袋パーキング 東京都豊島区池袋2-47-2 24時間

豊島区 西武リアルティソリューションズ　椎名町駅 東京都豊島区長崎1-1-22 始発～終電

豊島区 D-BOXビル 東京都豊島区東池袋1-43-6 24時間

豊島区 キュラーズ　東池袋店 東京都豊島区東池袋2-56-3 24時間

豊島区 東京メトロ有楽町線　東池袋駅 東京都豊島区東池袋4-4-4 始発～終電

豊島区 ヤマト運輸　大塚駅前センター 東京都豊島区南大塚3-26-7 小松ビル1F 24時間

豊島区 JR東日本　池袋駅 東京都豊島区南池袋1丁目 始発～終電

豊島区 アイテラス落合南長崎 東京都豊島区南長崎4-5-20 始発～終電（都営地下鉄）

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 ヤマト運輸　目白4丁目センター 東京都豊島区目白4-13-3 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 9:00～24:00

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 東京メトロ南北線　王子神谷駅 東京都北区王子5-2-11 始発～終電



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　西ケ原駅 東京都北区西ケ原2-3-8 始発～終電

北区 ビーンズ赤羽 東京都北区赤羽1-1-1 8:00～22:30

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 ヤマト運輸　板橋加賀センター 東京都北区赤羽北1-23-14 24時間

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

北区 レオパレス21　ソレーユ 東京都北区浮間5-1-15 24時間

墨田区 ライフ　セントラルスクエア押上駅前店 東京都墨田区押上1-10-3 9:30～23:00

墨田区 東武鉄道 伊勢崎線　とうきょうスカイツリー駅 東京都墨田区押上1-1-4 始発～終電

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 都営地下鉄新宿線　菊川駅 東京都墨田区菊川3-16-2 5:00～24:00

墨田区 イトーヨーカドー　曳舟店 東京都墨田区京島1-2-1 9:00～22:00

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 メインヒル京島 東京都墨田区京島3-25-1 24時間

墨田区 ヤマト運輸　吾妻橋センター 東京都墨田区吾妻橋2-19-2 24時間

墨田区 キュラーズ　錦糸町店 東京都墨田区江東橋2-2-6 24時間

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 東武鉄道 伊勢崎線　東向島駅 東京都墨田区東向島4-29-7 始発～終電

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

墨田区 グッディランドリー　立花店 東京都墨田区立花5-28-1 24時間

墨田区 ヤマト運輸　墨田立川センター 東京都墨田区立川4-17-1 24時間

立川市 ヤマト運輸　立川一番町センター 東京都立川市一番町6-27-19 24時間

立川市 いなげや　立川栄町店 東京都立川市栄町3-7-1 9:30～21:30

立川市 タイムズ　立川錦町第19駐車場 東京都立川市錦町2-2 24時間

立川市 いなげや　立川幸店 東京都立川市幸町1-23-6 9:30～22:00

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

立川市 多摩都市モノレール　高松駅 東京都立川市高松町1-100 始発～終電

立川市 ヤマト運輸　立川栄町センター 東京都立川市高松町1-24-25 24時間

立川市 多摩都市モノレール　柴崎体育館駅 東京都立川市柴崎町6-107 始発～終電

立川市 ウエルシア　立川若葉店 東京都立川市若葉町3-21 9:00～24:00

立川市 マルエツ　武蔵砂川店 東京都立川市上砂町5-43-1 9:00～22:00

立川市 ウエルシア　立川柏町店 東京都立川市柏町1-20-22 24時間

立川市 ヤマト運輸　立川富士見センター 東京都立川市富士見町2-32-27 24時間

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 レオパレス21　ミランダモトウイング5 東京都練馬区下石神井1-14-36 24時間

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 ヤマト運輸　関町センター 東京都練馬区関町北5-15-24 24時間

練馬区 ヤマト運輸　東武練馬センター 東京都練馬区錦2-21-11 24時間

練馬区 ヤマト運輸　向山センター 東京都練馬区向山1-2-1 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 西武鉄道　上石神井駅 東京都練馬区上石神井1-2-45 始発～終電

練馬区 ヤマト運輸　西大泉センター 東京都練馬区西大泉4-23 24時間

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 西武リアルティソリューションズ　エミナード石神井公園第3駐車場 東京都練馬区石神井町7-1502-4 24時間

練馬区 カモシタJS 東京都練馬区石神井町7-4-1 24時間

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 マンマチャオ　田柄店 東京都練馬区田柄4-32-4 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 Big-A　練馬東大泉店 東京都練馬区東大泉7-31-21 24時間

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 白井屋酒店 東京都練馬区豊玉上2-24-11 エターナル桜台1階 24時間

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

練馬区 都営地下鉄大江戸線　豊島園駅 東京都練馬区練馬4-14-17 5:00～24:00

練馬区 西武鉄道　豊島園駅 東京都練馬区練馬4-16-5 始発～終電

愛甲郡愛川町 スーパーアルプス　愛川店 神奈川県愛甲郡愛川町角田580 9:30～21:00

愛甲郡愛川町 いなげや　ina21愛川春日台店 神奈川県愛甲郡愛川町中津1576-1 9:30～21:00

愛甲郡愛川町 マルエツ　中津店 神奈川県愛甲郡愛川町中津3397-1 10:00～22:00



愛甲郡愛川町 ヤマト運輸　愛川中津センター 神奈川県愛甲郡愛川町中津4078 24時間

綾瀬市 マルエツ　綾瀬店 神奈川県綾瀬市上土棚南1-8-25 9:00～21:00

綾瀬市 いなげや　綾瀬上土棚南店 神奈川県綾瀬市上土棚南5-9-5 10:00～21:00

綾瀬市 ヤマト運輸　神奈川綾瀬深谷センター 神奈川県綾瀬市深谷中8-3-5 24時間

綾瀬市 ヤマト運輸　綾瀬大上センター 神奈川県綾瀬市大上4-3-27 24時間

伊勢原市 ヨークマート　伊勢原成瀬店 神奈川県伊勢原市下糟屋3022-1 9:00～22:00

伊勢原市 東日本宇佐美 伊勢原東部工業団地給油所 神奈川県伊勢原市歌川1-3-5 24時間

伊勢原市 ヤマト運輸　伊勢原上粕屋センター 神奈川県伊勢原市上粕屋2-2 24時間

伊勢原市 レオパレス21　ミランダYiⅡ 神奈川県伊勢原市石田579-1 24時間

伊勢原市 ベルク　伊勢原白根店 神奈川県伊勢原市白根569-1 9:00～24:00

伊勢原市 イオン　伊勢原店 神奈川県伊勢原市白根630-1 8:00～21:30

伊勢原市 ヨークマート　伊勢原店 神奈川県伊勢原市板戸8 9:00～21:00

横須賀市 京急ストア　ハイランド店 神奈川県横須賀市ハイランド4-2-2 10:00～21:00

横須賀市 京急ストア　スパーク浦郷店 神奈川県横須賀市浦郷町1-52-1 10:00～22:00

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

横須賀市 ヨークマート　久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜7-3-1 9:00～22:00

横須賀市 京急ストア　スパーク北久里浜店 神奈川県横須賀市根岸町3-15-6 月～土10:00～22:00 日9:00～22:00

横須賀市 横須賀モアーズシティ 神奈川県横須賀市若松町2-30 7:00～24:00

横須賀市 ヤマト運輸　横須賀西センター 神奈川県横須賀市秋谷1-19-7 24時間

横須賀市 ヤマト運輸　横須賀舟倉センター 神奈川県横須賀市舟倉1-1-14 24時間

横須賀市 ヤマト運輸　横須賀平成センター 神奈川県横須賀市小川町27-21 24時間

横須賀市 京急ストア　上町店 神奈川県横須賀市上町3-46-3 9:00～21:00

横須賀市 ヤマト運輸　横須賀森崎センター 神奈川県横須賀市森崎1-16-16 24時間

横須賀市 京急ストア　湘南池上店 神奈川県横須賀市池上7-43-1 10:00～21:00

横須賀市 京浜急行電鉄　京急長沢駅 神奈川県横須賀市長沢1-35-1 始発～終電

横須賀市 ヤマト運輸　横須賀津久井浜センター 神奈川県横須賀市長沢1-6-11 24時間

横須賀市 ハローストレージ　横須賀長沢 神奈川県横須賀市長沢4-12-14 24時間

横須賀市 レオネクスト　英 神奈川県横須賀市津久井3-20-27 24時間

横須賀市 京浜急行電鉄　津久井浜駅 神奈川県横須賀市津久井4-2-1 始発～終電

横須賀市 京浜急行電鉄　追浜駅 神奈川県横須賀市追浜町3-3 始発～終電

横須賀市 京浜急行電鉄　逸見駅 神奈川県横須賀市東逸見町2-18 始発～終電

横須賀市 ヤマト運輸　横須賀池上センター 神奈川県横須賀市平作4-7-30 24時間

横須賀市 京急ストア　武山店 神奈川県横須賀市林1-20-7 9:00～21:00

横浜市旭区 ヤマト運輸　旭さちが丘センター 神奈川県横浜市旭区さちが丘75-1 24時間

横浜市旭区 ハックドラッグ　市沢店 神奈川県横浜市旭区市沢町614-1 9:00～24:00

横浜市旭区 若葉台中央バスターミナル 神奈川県横浜市旭区若葉台3-5-2 24時間

横浜市旭区 ヤマト運輸　旭上白根町センター 神奈川県横浜市旭区上白根町1133 24時間

横浜市旭区 ハックドラッグ　上白根店 神奈川県横浜市旭区上白根町851-1 8:00～22:00

横浜市旭区 レオパレス21　サンクレスト 神奈川県横浜市旭区西川島町130-1 24時間

横浜市旭区 ヤマト運輸　旭川島町センター 神奈川県横浜市旭区西川島町140 24時間

横浜市旭区 Big-A　横浜中白根店 神奈川県横浜市旭区中白根3-1-38 24時間

横浜市旭区 ココカラファイン　鶴ヶ峰店 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町1-12-22 24時間



横浜市旭区 いなげや　横浜南本宿店 神奈川県横浜市旭区南本宿町31-1 9:30～21:30

横浜市磯子区 京急ストア　磯子岡村店 神奈川県横浜市磯子区岡村5-14-14 月～土10:00～22:00 日9:00～22:00

横浜市磯子区 京急ストア　磯子丸山店 神奈川県横浜市磯子区丸山1-15-20 月～土10:00～22:00 日9:00～22:00

横浜市磯子区 ヤマト運輸　横浜蒔田センター 神奈川県横浜市磯子区丸山1-3-31 24時間

横浜市磯子区 横浜シーサイドライン　新杉田駅 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8-1 始発～終電

横浜市磯子区 ヨークマート　磯子店 神奈川県横浜市磯子区森1-5-21 24時間

横浜市磯子区 京浜急行電鉄　屏風浦駅 神奈川県横浜市磯子区森3-18-6 始発～終電

横浜市磯子区 ヤマト運輸　横浜杉田センター 神奈川県横浜市磯子区杉田5-31-27 24時間

横浜市磯子区 レオパレス21　ミランダ洋光台 神奈川県横浜市磯子区洋光台4-40-29 24時間

横浜市栄区 Big-A　横浜本郷台店 神奈川県横浜市栄区本郷台2-31-26 24時間

横浜市金沢区 ヤマト運輸　横浜釜利谷センター 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町3058 24時間

横浜市金沢区 クリエイトSD　金沢釜利谷店 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-6-6 9:00～22:00

横浜市金沢区 レオパレス21　海の公園 神奈川県横浜市金沢区寺前2-6-11 24時間

横浜市金沢区 クリエイトSD　金沢柴町店 神奈川県横浜市金沢区柴町303-3 10:00～22:00

横浜市金沢区 アークビル金沢文庫 神奈川県横浜市金沢区谷津町138 24時間

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

横浜市金沢区 京浜急行電鉄　金沢文庫駅　東口バスターミナル 神奈川県横浜市金沢区谷津町384 始発～終電

横浜市金沢区 サニーマート 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-25 24時間

横浜市金沢区 イトーヨーカドー　能見台店 神奈川県横浜市金沢区能見台東3-1 9:00～22:00

横浜市金沢区 京浜急行電鉄　六浦駅 神奈川県横浜市金沢区六浦5-1-1 始発～終電

横浜市金沢区 ヨークマート　六浦店 神奈川県横浜市金沢区六浦5-20-5 9:00～22:00

横浜市戸塚区 ハックドラッグ　戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町190-1 9:00～22:00

横浜市戸塚区 ハックドラッグ　戸塚汲沢店 神奈川県横浜市戸塚区汲沢1-2-8 9:00～23:00

横浜市戸塚区 ヤマト運輸　横浜倉田町センター 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1595 24時間

横浜市戸塚区 ヤマト運輸　横浜品濃センター 神奈川県横浜市戸塚区上品濃12 24時間

横浜市戸塚区 ヤマト運輸　横浜上矢部センター 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2341-21 24時間

横浜市戸塚区 ヨークマート　戸塚深谷町店 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1200-1 9:00～22:00

横浜市戸塚区 ヤマト運輸　横浜原宿センター 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町37-1 24時間

横浜市戸塚区 マルエツ　戸塚舞岡店 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町3457-1 9:00～22:00

横浜市戸塚区 クリエイトSD　戸塚俣野店 神奈川県横浜市戸塚区俣野町1404-5 9:00～22:00

横浜市戸塚区 マルエツ　名瀬店 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町766-3 9:00～21:00

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 Big-A　横浜丸山台店 神奈川県横浜市港南区丸山台1-15-4 24時間

横浜市港南区 ヤマト運輸　横浜芹が谷センター2 神奈川県横浜市港南区芹が谷5-55-15 24時間

横浜市港南区 ヤマト運輸　横浜港南台5丁目センター 神奈川県横浜市港南区港南台5-20-17 24時間

横浜市港南区 ヤマト運輸　横浜洋光台センター 神奈川県横浜市港南区港南台7-51-8 24時間

横浜市港南区 マルエツ　横浜最戸店 神奈川県横浜市港南区最戸1-16-15 10:00～23:00

横浜市港南区 ヤマト運輸　横浜上大岡センター 神奈川県横浜市港南区最戸1-5-16 24時間

横浜市港南区 mioka 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 ヨークマート　妙蓮寺店 神奈川県横浜市港北区菊名2-16-12 24時間

横浜市港北区 クリエイトSD　港北綱島西店 神奈川県横浜市港北区綱島西3-22-3 10:00～22:00

横浜市港北区 いなげや　横浜綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島西4-12-18 9:30～22:00



横浜市港北区 クラモ　日吉 神奈川県横浜市港北区綱島西6-23-45 24時間

横浜市港北区 ヤマト運輸　港北綱島東センター 神奈川県横浜市港北区綱島東3-12-18 24時間

横浜市港北区 アピタ　横浜綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島東4-3-17 9:00～21:00

横浜市港北区 ウエルシア　横浜綱島東店 神奈川県横浜市港北区綱島東4-8-37 24時間

横浜市港北区 横浜市営地下鉄　高田駅 神奈川県横浜市港北区高田東3-1-3 始発～終電

横浜市港北区 ツルハドラッグ　岸根公園店 神奈川県横浜市港北区篠原町1113-6 24時間

横浜市港北区 横浜市営地下鉄　新羽駅 神奈川県横浜市港北区新羽町1285-1 24時間

横浜市港北区 ヤマト運輸　港北新羽町センター 神奈川県横浜市港北区新羽町2618-1 24時間

横浜市港北区 加瀬ビル88 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 月～土6:00～23:30 日祝7:00～18:00

横浜市港北区 ハックドラッグ　横浜新吉田東店 神奈川県横浜市港北区新吉田東5-45-1 9:00～24:00

横浜市港北区 ヨークマート　大倉山店 神奈川県横浜市港北区大倉山4-3-5 24時間

横浜市港北区 ヤマト運輸　港北大豆戸町センター 神奈川県横浜市港北区大豆戸町788-2 24時間

横浜市港北区 ウエルシア　横浜大豆戸店 神奈川県横浜市港北区大豆戸町980-1 24時間

横浜市港北区 ヤマト運輸　港北篠原センター 神奈川県横浜市港北区鳥山町963-1 24時間

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

横浜市港北区 ヤマト運輸　港北日吉センター 神奈川県横浜市港北区日吉7-22-20 24時間

横浜市神奈川区 ヤマト運輸　保土ヶ谷岡沢町センター 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町747-1 24時間

横浜市神奈川区 コーポレートヨコハマポートサイド 神奈川県横浜市神奈川区栄町17-4 24時間

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

横浜市神奈川区 ライフ　大口店 神奈川県横浜市神奈川区神之木町7-5 9:00～24:00

横浜市神奈川区 JR東日本　大口駅 神奈川県横浜市神奈川区大口通 24時間

横浜市神奈川区 イオンスタイル東神奈川 神奈川県横浜市神奈川区富家町1 7:00～23:00

横浜市瀬谷区 ヤマト運輸　横浜卸センター 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町9308-2 24時間

横浜市瀬谷区 レオパレス21　クレイノプランドール 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢1-17-4 24時間

横浜市瀬谷区 ハックドラッグ　三ツ境南店 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境10-3 9:00～22:00

横浜市瀬谷区 三ツ境ライフ 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境2-19 8:00～23:30

横浜市瀬谷区 Apple House 瀬谷A 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷2-24-11 24時間

横浜市瀬谷区 ヤマト運輸　横浜目黒センター 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町26-9 24時間

横浜市西区 横浜高速鉄道　みなとみらい駅 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5 始発～終電

横浜市西区 ヤマト運輸　西区浅間町センター 神奈川県横浜市西区浅間町4-334-3 24時間

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

横浜市西区 ライオンズマンション　三ッ沢公園 神奈川県横浜市西区北軽井沢8-2 24時間

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

横浜市青葉区 ライフ　青葉しらとり台店 神奈川県横浜市青葉区しらとり台50-3 9:00～22:00

横浜市青葉区 レオパレス21　グランシャリオ 神奈川県横浜市青葉区すみよし台5-9 24時間

横浜市青葉区 ヤマト運輸　青葉もえぎ野センター 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野2-1 24時間

横浜市青葉区 ヤマト運輸　青葉恩田町センター 神奈川県横浜市青葉区恩田町1770-1 24時間

横浜市青葉区 レオパレス21　杉山Ⅱ 神奈川県横浜市青葉区恩田町951-1 24時間

横浜市青葉区 いなげや　横浜桂台店 神奈川県横浜市青葉区桂台2-30-2 10:00～21:30

横浜市青葉区 ヤマト運輸　青葉美しが丘センター 神奈川県横浜市青葉区鉄町1469 24時間

横浜市青葉区 ヤマト運輸　青葉鉄町センター 神奈川県横浜市青葉区鉄町752 24時間

横浜市青葉区 レオパレス21　シェル青葉 神奈川県横浜市青葉区田奈町49-37 24時間



横浜市泉区 Big-A　横浜岡津町店 神奈川県横浜市泉区岡津町121-1 24時間

横浜市泉区 ヤマト運輸　横浜緑園センター 神奈川県横浜市泉区岡津町1437 24時間

横浜市泉区 相模鉄道　ゆめが丘駅 神奈川県横浜市泉区下飯田町1555-9 始発～終電

横浜市泉区 ヤマト運輸　横浜いずみ野センター 神奈川県横浜市泉区上飯田町2243-1 24時間

横浜市泉区 ヤマト運輸　横浜上飯田センター 神奈川県横浜市泉区上飯田町4537-1 24時間

横浜市泉区 いなげや　横浜西が岡店 神奈川県横浜市泉区西が岡1-2-1 9:30～21:00

横浜市泉区 横浜市営地下鉄　立場駅 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-30 始発～終電

横浜市泉区 ヤマト運輸　横浜泉東センター 神奈川県横浜市泉区中田町2762-1 24時間

横浜市泉区 横浜市営地下鉄　中田駅 神奈川県横浜市泉区中田南3-1-5 始発～終電

横浜市泉区 ヨークマート　立場店 神奈川県横浜市泉区和泉中央北2-1-1 9:00～22:00

横浜市中区 ヤマト運輸　横浜錦町センター 神奈川県横浜市中区錦町28-1 24時間

横浜市中区 横浜高速鉄道　元町・中華街駅 神奈川県横浜市中区山下町65 始発～終電

横浜市中区 本牧フロントショッピングモール 神奈川県横浜市中区小港町2-100-4 24時間

横浜市中区 ヤマト運輸　横浜元町センター 神奈川県横浜市中区新山下3-1-18 24時間

横浜市中区 レオパレス21　クレイノベルロサージュ 神奈川県横浜市中区西之谷町100-11 24時間

横浜市中区 横浜高速鉄道　日本大通り駅 神奈川県横浜市中区日本大通9 始発～終電

横浜市鶴見区 ライフ　鶴見下野谷町店 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1-27 9:30～22:00

横浜市鶴見区 ヤマト運輸　鶴見二ツ池センター 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-26-23 24時間

横浜市鶴見区 ヤマト運輸　鶴見駒岡センター 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-18-45-1 24時間

横浜市鶴見区 ヤマト運輸　港北日吉本町センター 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-13-25 24時間

横浜市鶴見区 イオン　駒岡店 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-6-1 24時間

横浜市鶴見区 ベルク　フォルテ森永橋店 神奈川県横浜市鶴見区元宮2-1-63 9:00～23:00

横浜市鶴見区 京浜急行電鉄　鶴見市場駅 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町7-1 始発～終電

横浜市鶴見区 ヤマト運輸　鶴見朝日町センター 神奈川県横浜市鶴見区朝日町1-9-2 24時間

横浜市鶴見区 マルエツ　朝日町店 神奈川県横浜市鶴見区朝日町2-98 9:00～21:00

横浜市鶴見区 京浜急行電鉄　京急鶴見駅 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-30-22 24時間

横浜市鶴見区 JR東日本　鶴見駅 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 始発～終電

横浜市鶴見区 ライフ　鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾2-19 9:00～22:00

横浜市都筑区 ヤマト運輸　青葉荏田町センター 神奈川県横浜市都筑区荏田南町4206-1 24時間

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

横浜市都筑区 sanwa　港北店 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央14-12 24時間

横浜市都筑区 ヤマト運輸　都筑中川中央センター 神奈川県横浜市都筑区勝田町1012 24時間

横浜市都筑区 ヤマト運輸　青葉荏田西センター 神奈川県横浜市都筑区川和町2466-1 24時間

横浜市都筑区 横浜市営地下鉄　中川駅 神奈川県横浜市都筑区中川1-1-1 始発～終電

横浜市都筑区 横浜市営地下鉄　センター北駅 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-1 始発～終電

横浜市都筑区 ルララこうほく 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-2-1 24時間

横浜市都筑区 ヤマト運輸　宮前野川センター 神奈川県横浜市都筑区東山田町1602-1 24時間

横浜市都筑区 横浜市営地下鉄　東山田駅 神奈川県横浜市都筑区東山田町300 始発～終電

横浜市都筑区 ヤマト運輸　港北高田センター 神奈川県横浜市都筑区東山田町903-1 24時間

横浜市都筑区 ヤマト運輸　都筑港北インターセンター 神奈川県横浜市都筑区東方町357-1 24時間

横浜市都筑区 ヤマト運輸　都筑茅ヶ崎センター 神奈川県横浜市都筑区東方町884-1 24時間

横浜市都筑区 ドキわくランド　北山田店 神奈川県横浜市都筑区北山田1-10-1 24時間



横浜市都筑区 横浜市営地下鉄　北山田駅 神奈川県横浜市都筑区北山田1-6-11 始発～終電

横浜市都筑区 ヨークマート　港北店 神奈川県横浜市都筑区北山田5-17-5 24時間

横浜市南区 マルエツ　井土ヶ谷店 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町215-11 9:00～25:00

横浜市南区 サミットストア　井土ヶ谷店 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町129-1 9:00～25:00

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

横浜市南区 レオパレス21　マツザト 神奈川県横浜市南区南太田4-3-5 24時間

横浜市南区 サンフラット　あけぼの白妙 神奈川県横浜市南区白妙町1-1 24時間

横浜市南区 マルエツ　六ッ川店 神奈川県横浜市南区六ツ川1-689-1 10:00～21:00

横浜市南区 ヤマト運輸　横浜永田センター 神奈川県横浜市南区六ツ川3-28-31 24時間

横浜市南区 相鉄ローゼン六ッ川店 横浜パークタウン内 神奈川県横浜市南区六ツ川3-75 24時間

横浜市保土ケ谷区 マルエツ　天王町店 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1-1-5 9:00～25:00

横浜市保土ケ谷区 アンレーベ横浜星川 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1-18-28 24時間

横浜市保土ケ谷区 相模鉄道　上星川駅 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川1-1-1 始発～終電

横浜市保土ケ谷区 ヤマト運輸　保土ヶ谷西谷町センター 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町1252-1 24時間

横浜市保土ケ谷区 レオパレス21　GRAZIA 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町856-1 24時間

横浜市保土ケ谷区 レオパレス21　川島町 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町19-24 24時間

横浜市保土ケ谷区 ヤマト運輸　保土ヶ谷狩場町センター 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1365 24時間

横浜市緑区 JR東日本　中山駅 神奈川県横浜市緑区寺山町 24時間

横浜市緑区 竹山団地中央商店街 神奈川県横浜市緑区竹山3-1-7 24時間

横浜市緑区 マルエツ　中山店 神奈川県横浜市緑区中山4-28-5 9:00～25:00

横浜市緑区 ヤマト運輸　緑長津田町センター 神奈川県横浜市緑区長津田町4047 24時間

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

海老名市 国分中央自治会館 神奈川県海老名市国分南2-19-16 24時間

海老名市 レオパレス21　大樹 神奈川県海老名市社家68 24時間

海老名市 ヤマト運輸　海老名上郷センター 神奈川県海老名市上郷734 24時間

海老名市 ヤマト運輸　海老名大谷センター 神奈川県海老名市大谷北1-5-17 24時間

海老名市 アクアキャビンイーウォッシュ 神奈川県海老名市中新田2-31-1 24時間

海老名市 ウエルシア　海老名東柏ヶ谷店 神奈川県海老名市東柏ケ谷1-29-31 24時間

海老名市 相模鉄道　さがみ野駅 神奈川県海老名市東柏ケ谷2-30-28 始発～終電

鎌倉市 ヤマト運輸　鎌倉大船センター 神奈川県鎌倉市関谷714 24時間

鎌倉市 若草 神奈川県鎌倉市今泉台7-19-16 24時間

鎌倉市 ココカラファイン　七里ヶ浜店 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東4-1-2 24時間

鎌倉市 ヤマト運輸　鎌倉笛田センター 神奈川県鎌倉市手広1-1-8 24時間

鎌倉市 ヤマト運輸　鎌倉由比ガ浜センター 神奈川県鎌倉市常盤375-6 24時間

鎌倉市 湘南モノレール　西鎌倉駅 神奈川県鎌倉市西鎌倉1-20 24時間

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

鎌倉市 ヤマト運輸　鎌倉南センター 神奈川県鎌倉市大町2-18-13 24時間

茅ヶ崎市 ヤマト運輸　茅ヶ崎下寺尾センター 神奈川県茅ヶ崎市下寺尾531-1 24時間

茅ヶ崎市 マルエツ　香川駅前店 神奈川県茅ヶ崎市香川5-3-12 9:00～23:00

茅ヶ崎市 ドラッグストア　マツモトキヨシ　茅ヶ崎高田店 神奈川県茅ヶ崎市高田5-5-14 9:00～22:00

茅ヶ崎市 スズキヤ　エスパティオ小和田店 神奈川県茅ヶ崎市小和田2-16-38 9:00～21:00

茅ヶ崎市 ヤマト運輸　茅ヶ崎赤羽根センター 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根3771-3 24時間



茅ヶ崎市 ヤマト運輸　茅ヶ崎萩園センター 神奈川県茅ヶ崎市萩園1175 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

茅ヶ崎市 ヤマト運輸　茅ヶ崎矢畑センター 神奈川県茅ヶ崎市矢畑608 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

厚木市 レオパレス　クレイノMIIWA 神奈川県厚木市愛甲1-6-43 24時間

厚木市 ヤマト運輸　厚木愛甲センター 神奈川県厚木市愛甲1922-1 24時間

厚木市 株式会社ATP 神奈川県厚木市岡田3050 24時間

厚木市 ヨークマート　南毛利店 神奈川県厚木市温水906-1 9:00～22:00

厚木市 ヤマト運輸　厚木関口センター 神奈川県厚木市関口105 24時間

厚木市 ドン・キホーテ　OUTLET館 神奈川県厚木市妻田南2-8-12 24時間

厚木市 ヨークマート　厚木妻田店 神奈川県厚木市妻田北1-7-27 24時間

厚木市 いなげや　厚木三田店 神奈川県厚木市三田2-2-18 9:30～21:30

厚木市 ヨークマート　厚木インター店 神奈川県厚木市酒井3052 9:00～22:00

厚木市 ヤマト運輸　厚木小野センター 神奈川県厚木市小野659-1 24時間

厚木市 レンブラントホテル厚木 神奈川県厚木市中町2-13-1 7:00～23:00

厚木市 ヤマト運輸　厚木飯山センター 神奈川県厚木市飯山880-3 24時間

高座郡寒川町 ヤマト運輸　寒川宮山センター 神奈川県高座郡寒川町宮山2830-5 24時間

高座郡寒川町 ハックドラッグ　寒川店 神奈川県高座郡寒川町大曲2-5-8 9:00～24:00

座間市 マルエツ　ひばりが丘店 神奈川県座間市ひばりが丘1-28-1 9:00～24:00

座間市 ヤマト運輸　座間ひばりが丘センター 神奈川県座間市ひばりが丘5-2-8 24時間

座間市 ヤマト運輸　座間入谷センター 神奈川県座間市座間2-866 24時間

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

座間市 NPC24H　相武台駅前パーキング 神奈川県座間市相武台1-4531-9 24時間

座間市 ライオンズマンション　相模が丘第2 神奈川県座間市相模が丘1-40-3 24時間

座間市 ベルク　座間南栗原店 神奈川県座間市南栗原4-11-1 9:00～22:45

座間市 ウエルシア　座間入谷店 神奈川県座間市入谷西4-6-5 9:00～24:00

座間市 座間卓球センター 神奈川県座間市緑ケ丘3-27-7 24時間

三浦郡葉山町 ヤマト運輸　葉山センター 神奈川県三浦郡葉山町長柄859-1 24時間

三浦市 いなげや　三浦三崎店 神奈川県三浦市三崎町六合1-1 半六ビル 9:00～20:00

三浦市 京浜急行電鉄　三崎口駅 神奈川県三浦市初声町下宮田495 始発～終電

三浦市 京急ストア　三崎東岡店 神奈川県三浦市東岡町10-34 9:00～21:00

三浦市 京浜急行電鉄　三浦海岸駅 神奈川県三浦市南下浦町上宮田1497 始発～終電

小田原市 ヤオマサ　鴨宮店 神奈川県小田原市鴨宮639-1 24時間

小田原市 ウエルシア　小田原国府津店 神奈川県小田原市国府津2900-1 9:00～24:00

小田原市 JR東日本　国府津駅 神奈川県小田原市国府津4-1 24時間

小田原市 ヨークマート　酒匂店 神奈川県小田原市西酒匂1-9-1 24時間

小田原市 ヤオマサ　新鮮館おだわら店 神奈川県小田原市西大友130 24時間

小田原市 ヤマト運輸　小田原栢山センター 神奈川県小田原市西大友140 24時間

小田原市 フレスポ小田原シティーモール 神奈川県小田原市前川120 24時間

小田原市 ヨークマート　鴨宮店 神奈川県小田原市南鴨宮3-35-28 24時間

小田原市 ヤオマサ　TSUTAYA蛍田店 神奈川県小田原市飯田岡40-1 24時間

小田原市 ウエルシア　小田原堀之内店 神奈川県小田原市堀之内222-1 9:00～21:00



小田原市 小田急電鉄　螢田駅 神奈川県小田原市蓮正寺319 始発～終電

秦野市 小田急電鉄　渋沢駅 神奈川県秦野市曲松1-1-1 始発～終電

秦野市 ベルク　フォルテ秦野店 神奈川県秦野市曽屋1210 9:00～24:00

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

秦野市 ヨークマート　西大竹店 神奈川県秦野市尾尻875 24時間

秦野市 ヤオコー　秦野店 神奈川県秦野市平沢423-1 9:30～22:00

秦野市 ヤマト運輸　秦野曽屋センター 神奈川県秦野市堀西16-11 24時間

秦野市 マックスバリュ　秦野渋沢店 神奈川県秦野市堀川119-1 24時間

秦野市 ヨークマート　秦野緑町店 神奈川県秦野市緑町15-7 9:00～22:00

逗子市 ヨークマート　東逗子店 神奈川県逗子市桜山4-5-1 24時間

逗子市 ヤマト運輸　逗子センター 神奈川県逗子市小坪7-2-20 24時間

逗子市 京浜急行電鉄　神武寺駅 神奈川県逗子市池子2-11-2 始発～終電

川崎市宮前区 ライフ　宮崎台店 神奈川県川崎市宮前区宮崎2-3-8 9:00～25:00

川崎市宮前区 ヤマト運輸　宮前潮見台センター 神奈川県川崎市宮前区潮見台17-14 24時間

川崎市宮前区 いなげや　川崎土橋店 神奈川県川崎市宮前区土橋1-21-9 10:00～21:30

川崎市宮前区 レオパレス21　エーゼ 神奈川県川崎市宮前区東有馬1-20-18 24時間

川崎市宮前区 ライフ　東有馬店 神奈川県川崎市宮前区東有馬2-2-28 9:00～22:00

川崎市宮前区 レオパレス21　BLOWIN IN 神奈川県川崎市宮前区平1-14-47 24時間

川崎市宮前区 レオパレス21　シャルマン 神奈川県川崎市宮前区平5-3-9 24時間

川崎市宮前区 ライフ　有馬五丁目店 神奈川県川崎市宮前区有馬5-21-15 9:00～22:00

川崎市幸区 神奈川県住宅供給公社　フロール川崎下平間 神奈川県川崎市幸区下平間214-1 24時間

川崎市幸区 ますや古市場2丁目 神奈川県川崎市幸区古市場2-90-11 24時間

川崎市幸区 JR東日本　新川崎駅 神奈川県川崎市幸区鹿島田 始発～終電

川崎市幸区 新川崎三井ビルディング 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 7:00～23:00 一部休業あり

川崎市幸区 JR東日本　鹿島田駅 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-17-4 24時間

川崎市幸区 ライフ　川崎御幸店 神奈川県川崎市幸区小向西町4-93 9:00～22:00

川崎市幸区 パークシティ新川崎　管理センター前 神奈川県川崎市幸区小倉1-1 24時間

川崎市幸区 パークシティ新川崎　Ｅ棟 神奈川県川崎市幸区小倉1-1 24時間

川崎市幸区 サミットストア　南加瀬店 神奈川県川崎市幸区南加瀬3-40-3 9:00～24:00

川崎市幸区 クリエイトSD　川崎南加瀬店 神奈川県川崎市幸区南加瀬3-9-35 10:00～22:00

川崎市幸区 いなげや　川崎南加瀬店 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-14-30 9:30～22:00

川崎市幸区 ヤマト運輸　幸南加瀬センター 神奈川県川崎市幸区南加瀬5-37-3 24時間

川崎市幸区 ラゾーナ川崎 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 5:00～24:30

川崎市高津区 JR東日本　久地駅 神奈川県川崎市高津区久地 24時間

川崎市高津区 マルエツ　川崎坂戸店 神奈川県川崎市高津区坂戸1-13-8 9:00～21:00

川崎市高津区 マルエツ　子母口店 神奈川県川崎市高津区子母口461 9:00～21:00

川崎市高津区 ライフ　子母口店 神奈川県川崎市高津区子母口字旭田284 9:00～24:00

川崎市川崎区 レオパレス　クレイノビッグアロー川崎 神奈川県川崎市川崎区京町1-3-4 24時間

川崎市川崎区 ヤマト運輸　川崎京町センター 神奈川県川崎市川崎区京町2-1-1 24時間

川崎市川崎区 ライフ　川崎京町店 神奈川県川崎市川崎区京町3-21-1 9:00～22:00

川崎市川崎区 ヤマト運輸　川崎球場前センター 神奈川県川崎市川崎区境町17-7 24時間



川崎市川崎区 京浜急行電鉄　港町駅 神奈川県川崎市川崎区港町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 ライフ　川崎桜本店 神奈川県川崎市川崎区桜本2-16-1 9:00～21:30

川崎市川崎区 マルエツ　出来野店 神奈川県川崎市川崎区出来野10-15 9:00～21:00

川崎市川崎区 京浜急行電鉄　川崎大師駅 神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-18-1 始発～終電

川崎市川崎区 臨港バス池上新町駐輪場 神奈川県川崎市川崎区池上新町1-7-7 24時間

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

川崎市川崎区 川崎市営　ヨネッティー堤根 神奈川県川崎市川崎区堤根73-1 9:00～21:00 毎月第4水、祝日営業翌日、12/30～1/3を除く

川崎市多摩区 レオパレス21　ノーブルコート久地 神奈川県川崎市多摩区堰3-16-7 24時間

川崎市多摩区 いなげや　川崎生田店 神奈川県川崎市多摩区三田4-5548-1 9:30～21:30

川崎市多摩区 ライフ　宿河原店 神奈川県川崎市多摩区宿河原1-22-37 9:00～24:00

川崎市多摩区 Big-A　川崎宿河原店 神奈川県川崎市多摩区宿河原3-10-8 24時間

川崎市多摩区 小林クリーニング 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-22-32 24時間

川崎市多摩区 ヤマト運輸　多摩宿河原センター 神奈川県川崎市多摩区宿河原5-11-11 24時間

川崎市多摩区 ハックドラッグ　宿河原店 神奈川県川崎市多摩区宿河原7-16-5 9:00～23:00

川崎市多摩区 ヤマト運輸　多摩菅馬場センター 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-3-8 24時間

川崎市多摩区 いなげや　川崎中野島店 神奈川県川崎市多摩区生田2-1-1 9:00～21:30

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 いなげや　川崎登戸店 神奈川県川崎市多摩区中野島2325-1 9:30～21:30

川崎市多摩区 サミットストア　中野島店 神奈川県川崎市多摩区中野島6-29-8 9:00～24:00

川崎市多摩区 レオパレス21　コンフォートⅡ 神奈川県川崎市多摩区長尾7-4-6 24時間

川崎市多摩区 川崎市多摩区役所 神奈川県川崎市多摩区登戸1775-1 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

川崎市多摩区 レオパレス21　サンワ 神奈川県川崎市多摩区登戸612 24時間

川崎市中原区 島田製作所 神奈川県川崎市中原区井田1-2-2 24時間

川崎市中原区 マルエツ　中原店 神奈川県川崎市中原区下小田中1-28-1 24時間

川崎市中原区 いなげや　川崎下小田中店 神奈川県川崎市中原区下小田中2-35-1 9:00～21:30

川崎市中原区 ライフ　宮内二丁目店 神奈川県川崎市中原区宮内2-1-1 9:30～24:00

川崎市中原区 ヤマト運輸　川崎中原上小田中センター 神奈川県川崎市中原区上小田中3-5-1 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

川崎市中原区 ヤマト運輸　中原中丸子センター 神奈川県川崎市中原区中丸子1271 24時間

川崎市中原区 ウエルシア　川崎平間店 神奈川県川崎市中原区北谷町57-5 9:00～24:00

川崎市中原区 タイムズ　元住吉第9駐車場 神奈川県川崎市中原区木月1-10 24時間

川崎市麻生区 レオパレス21　サンハイム 神奈川県川崎市麻生区岡上242-1 24時間

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 ヤマト運輸　麻生栗木センター 神奈川県川崎市麻生区栗木2-2-3 24時間

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 マルエツ　柿生店 神奈川県川崎市麻生区上麻生5-41-1 9:00～25:00

川崎市麻生区 ヤマト運輸　麻生上麻生センター 神奈川県川崎市麻生区上麻生7-22-18 24時間

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 ツルハドラッグ　栗平駅前店 神奈川県川崎市麻生区白鳥3-5-2 24時間



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

川崎市麻生区 小田急電鉄　新百合ヶ丘駅 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-18-1 始発～終電

川崎市麻生区 川崎市麻生区役所 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-5-1 24時間

相模原市中央区 ヤマト運輸　相模原横山台センター 神奈川県相模原市中央区横山台1-31-15 24時間

相模原市中央区 ヤオコー　相模原下九沢店 神奈川県相模原市中央区下九沢57-1 9:30～22:00

相模原市中央区 ヤマト運輸　相模原宮下センター 神奈川県相模原市中央区宮下3-7-15 24時間

相模原市中央区 ツルハドラッグ　淵野辺店 神奈川県相模原市中央区共和3-1-1 24時間

相模原市中央区 ヤマト運輸　相模原古淵センター 神奈川県相模原市中央区共和4-8-14 24時間

相模原市中央区 ヤオコー　相模原光が丘店 神奈川県相模原市中央区光が丘2-18-160 9:30～22:00

相模原市中央区 ヤオコー　相模原鹿沼台店 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-9-6 9:30～22:00

相模原市中央区 ヤマト運輸　相模原上溝センター 神奈川県相模原市中央区上溝2258-1 24時間

相模原市中央区 レオパレス21　コバヤシ 神奈川県相模原市中央区上溝812-1 24時間

相模原市中央区 ウエルシア　相模原清新店 神奈川県相模原市中央区清新8-3-1 24時間

相模原市中央区 グランパルテ 神奈川県相模原市中央区相模原5-6-18 24時間

相模原市中央区 ヤマト運輸　相模原田名センター 神奈川県相模原市中央区田名3519-1 24時間

相模原市中央区 ヨークマート　田名店 神奈川県相模原市中央区田名4693-1 9:00～22:00

相模原市中央区 ウエルシア　相模原田名店 神奈川県相模原市中央区田名4757 9:00～24:00

相模原市中央区 スーパーアルプス　塩田店 神奈川県相模原市中央区田名塩田3-2-14 9:30～22:00

相模原市中央区 ヨークマート　富士見店 神奈川県相模原市中央区富士見5-3-1 24時間

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

相模原市中央区 ヤマト運輸　相模原淵野辺本町センター 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町2-5-17 24時間

相模原市南区 ツルハドラッグ　磯部店 神奈川県相模原市南区磯部1407-1 24時間

相模原市南区 ヤマト運輸　相模原下溝センター 神奈川県相模原市南区下溝2349-2 24時間

相模原市南区 ヤマト運輸　相模原若松センター 神奈川県相模原市南区若松2-21-40 24時間

相模原市南区 ライフ　相模原若松店 神奈川県相模原市南区若松5-19-5 9:00～24:00

相模原市南区 ライフ　上鶴間店 神奈川県相模原市南区上鶴間1-16-2 9:00～22:00

相模原市南区 小田急電鉄　東林間駅 神奈川県相模原市南区上鶴間7-7-1 始発～終電

相模原市南区 ココカラファイン　上鶴間本町店 神奈川県相模原市南区上鶴間本町2-14-18 24時間

相模原市南区 マンマチャオ　新磯野店 神奈川県相模原市南区新磯野1-19-12 24時間

相模原市南区 ヤマト運輸　相模原新磯野センター 神奈川県相模原市南区新磯野234 24時間

相模原市南区 Big-A　相模原相南店 神奈川県相模原市南区相南4-23-15 24時間

相模原市南区 レオパレス21　友愛 神奈川県相模原市南区相南4-3-7 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

相模原市南区 ココカラファイン　相模大野7丁目店 神奈川県相模原市南区相模大野7-39-15 24時間

相模原市南区 ヤマト運輸　相模原麻溝台センター 神奈川県相模原市南区麻溝台6-1-5 24時間

相模原市緑区 いなげや　ina21相模原下九沢店 神奈川県相模原市緑区下九沢1779-8 9:30～21:00

相模原市緑区 ウエルシア　橋本5丁目店 神奈川県相模原市緑区橋本5-14-4 9:30～24:00

相模原市緑区 ドキわくランド　橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本台2-9-9 24時間

相模原市緑区 スーパーアルプス　城山店 神奈川県相模原市緑区原宿3-10-1 9:30～21:00

相模原市緑区 スーパーアルプス　相模原インター店 神奈川県相模原市緑区向原4-2-3 9:30～22:00



相模原市緑区 パチンコ＆スロット SHIROYAMA 神奈川県相模原市緑区広田6-3 24時間

相模原市緑区 マルエツ　三ヶ木店 神奈川県相模原市緑区三ケ木363-1 9:00～21:00

相模原市緑区 ヤマト運輸　相模湖センター 神奈川県相模原市緑区若柳561-1 24時間

相模原市緑区 ザ・ビッグ　相模原西橋本店 神奈川県相模原市緑区西橋本1-14-25 7:00～23:30

相模原市緑区 ヤマト運輸　津久井湖センター 神奈川県相模原市緑区太井627 24時間

相模原市緑区 ヤマト運輸　相模原大島センター 神奈川県相模原市緑区大島842-1 24時間

相模原市緑区 ザ・ビッグ　相模原東橋本店 神奈川県相模原市緑区東橋本3-1-1 7:00～23:30

相模原市緑区 ツルハドラッグ　相模原二本松店 神奈川県相模原市緑区二本松2-47-2 24時間

足柄下郡湯河原町 JR東日本　湯河原駅 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 24時間

足柄下郡箱根町 ココカラファイン　仙石原店 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原39-1 24時間

足柄上郡開成町 小田急電鉄　開成駅 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4300-1 始発～終電

足柄上郡山北町 ヤマト運輸　足柄山北センター 神奈川県足柄上郡山北町向原2479-1 24時間

足柄上郡大井町 ヤオマサ　大井町店 神奈川県足柄上郡大井町金子312 24時間

足柄上郡大井町 ミマスモール 神奈川県足柄上郡大井町金子343 24時間

足柄上郡大井町 相原興業株式会社（出光　上大井SS） 神奈川県足柄上郡大井町上大井字大下400-1 24時間

足柄上郡中井町 ヤマト運輸　足柄中井センター 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1986-1 24時間

大和市 ヤマト運輸　大和つきみ野センター 神奈川県大和市下鶴間116-1 24時間

大和市 ドラッグストア　マツモトキヨシ　大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間2780-1 9:00～24:00

大和市 ヤマト運輸　大和上和田センター 神奈川県大和市渋谷2-11-3 24時間

大和市 セイジョー　大和渋谷店 神奈川県大和市渋谷4-1-1 24時間

大和市 IKOZA 神奈川県大和市渋谷5-22 24時間

大和市 ツルハドラッグ　大和渋谷店 神奈川県大和市渋谷5-39-3 24時間

大和市 いなげや　大和高座渋谷店 神奈川県大和市渋谷5-40-1 9:00～21:00

大和市 小田急電鉄　高座渋谷駅 神奈川県大和市渋谷6-16-2 始発～終電

大和市 イオン　大和店 神奈川県大和市渋谷6-6-1 8:00～23:00

大和市 いなげや　大和相模大塚駅前店 神奈川県大和市上草柳187-2 10:00～21:00

大和市 クリエイトSD　大和上和田店 神奈川県大和市上和田1805-4 10:00～23:00

大和市 ヤマト運輸　大和下鶴間センター 神奈川県大和市深見西6-1-16 24時間

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 レオパレス21　クレールセゾンⅡ 神奈川県大和市西鶴間1-21-3 24時間

大和市 マルエツ　鶴間店 神奈川県大和市西鶴間3-1-8 10:00～25:00

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 マルエツ　大和中央店 神奈川県大和市中央1-4-19 24時間

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 ヨークマート　大和中央店 神奈川県大和市中央2-6-1 24時間

大和市 レオパレス21　中央林間 神奈川県大和市中央林間4-17-21 24時間

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　南林間駅 神奈川県大和市南林間1-6-11 始発～終電

大和市 小田急電鉄　桜ヶ丘駅 神奈川県大和市福田5522 始発～終電

中郡大磯町 JR東日本　大磯駅 神奈川県中郡大磯町東小磯 24時間

藤沢市 ヤマト運輸　藤沢遠藤センター 神奈川県藤沢市遠藤2014-25 24時間

藤沢市 コーポレート湘南台 神奈川県藤沢市下土棚211-2 24時間



藤沢市 ドキわくランド　長後駅前店 神奈川県藤沢市下土棚467-21 24時間

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 小田急電鉄　六会日大前駅 神奈川県藤沢市亀井野1-1-1 始発～終電

藤沢市 ヨークマート　六会店 神奈川県藤沢市亀井野1-3-3 9:00～22:00

藤沢市 ヤマト運輸　藤沢亀井野センター 神奈川県藤沢市亀井野1621-1 24時間

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 クリエイトSD　藤沢鵠沼海岸店 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5-2-19 10:00～22:00

藤沢市 レオパレス21　湘南人材開発センター 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-2 24時間

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 サウスヴァーデス 神奈川県藤沢市石川4-26-2 24時間

藤沢市 ウエルシア　藤沢石川店 神奈川県藤沢市石川6-21-3 9:00～24:00

藤沢市 ウエルシア　藤沢善行店 神奈川県藤沢市善行3-13-3 9:00～22:00

藤沢市 ヤマト運輸　藤沢大庭センター 神奈川県藤沢市大庭5456-3 24時間

藤沢市 ハックドラッグ　湘南ライフタウン店 神奈川県藤沢市大庭5526-21 9:00～24:00

藤沢市 ヤマト運輸　藤沢長後センター 神奈川県藤沢市長後1981-1 24時間

藤沢市 JR東日本　辻堂駅 神奈川県藤沢市辻堂 24時間

藤沢市 レオパレス21　スタービリス湘南 神奈川県藤沢市辻堂元町5-8-10 24時間

藤沢市 ヤマト運輸　藤沢辻堂新町センター 神奈川県藤沢市辻堂新町3-10-16 24時間

藤沢市 湘南モールフィル 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 24時間

藤沢市 ヨークマート　辻堂太平台店 神奈川県藤沢市辻堂太平台2-10-3 9:00～22:00

藤沢市 ヤマト運輸　藤沢辻堂東センター 神奈川県藤沢市辻堂太平台2-13-21 24時間

藤沢市 ヤマト運輸　藤沢藤が岡センター 神奈川県藤沢市藤が岡2-8-1 24時間

藤沢市 小田急電鉄　藤沢本町駅 神奈川県藤沢市藤沢3-3-4 始発～終電

藤沢市 ウエルシア　藤沢柄沢店 神奈川県藤沢市柄沢2-7-27 9:00～24:00

藤沢市 ヤオコー　藤沢片瀬店 神奈川県藤沢市片瀬310-2 9:30～22:00

藤沢市 ハックドラッグ　江の島店 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-30 9:00～22:00

藤沢市 レオパレス21　メルベーユ 神奈川県藤沢市本鵠沼4-16-30 24時間

藤沢市 ヤマト運輸　南藤沢センター 神奈川県藤沢市弥勒寺106-1 24時間

南足柄市 伊豆箱根鉄道　大雄山駅 神奈川県南足柄市関本592-1 24時間

南足柄市 ヤマト運輸　南足柄センター 神奈川県南足柄市竹松260-3 24時間

南足柄市 ヤオマサ　南足柄店 神奈川県南足柄市怒田2805-2 24時間

南足柄市 グレースコート 神奈川県南足柄市和田河原808 24時間

平塚市 ヤマト運輸　平塚下島センター 神奈川県平塚市下島329 24時間

平塚市 ヤオコー　平塚宮松町店 神奈川県平塚市宮松町9-7 9:30～22:00

平塚市 ヤマト運輸　平塚広川センター 神奈川県平塚市広川60-1 24時間

平塚市 いなげや　平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮1-13-30 9:30～21:00

平塚市 マックスバリュ　平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮2-18-26 24時間

平塚市 ウエルシア　平塚真田店 神奈川県平塚市真田3-16-2 9:00～24:00

平塚市 ザ・ビッグ　平塚真田店 神奈川県平塚市真田3-23-18 8:00～22:45

平塚市 ヤマト運輸　平塚真土センター 神奈川県平塚市西真土1-2-9 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



平塚市 ヤマト運輸　平塚代官町センター 神奈川県平塚市代官町37-57 24時間

平塚市 スズキヤ　エスパティオ中原店 神奈川県平塚市中原3-1-23 9:00～21:00

平塚市 ヤマト運輸　秦野鶴巻センター 神奈川県平塚市土屋1266-1 24時間

平塚市 ヨークマート　南原店 神奈川県平塚市南原1-24-39 9:00～22:00

平塚市 JR東日本　平塚駅 神奈川県平塚市宝町 24時間

平塚市 ヨークマート　北金目店 神奈川県平塚市北金目1-6-1 9:00～22:00

平塚市 東海大学　湘南キャンパス 神奈川県平塚市北金目4-1-1 9:00～20:00 年末年始除く

平塚市 LEPOLESTAR　SHONAN 神奈川県平塚市明石町6-17 24時間

燕市 原信　吉田店 新潟県燕市吉田東栄町13-15 9:00～24:00

見附市 原信　見附店 新潟県見附市新町1-14-20 9:00～24:00

糸魚川市 原信　糸魚川東店 新潟県糸魚川市東寺町2-11-8 7:00～22:00

十日町市 ヤマト運輸　十日町西センター 新潟県十日町市住吉町島丑579-1 24時間

上越市 イチコ　直江津西店 新潟県上越市五智1-14-35 9:30～21:00

上越市 ナルス　国府店 新潟県上越市国府4-8-3 24時間

上越市 ナルス　高田西店 新潟県上越市大貫4-4-22 24時間

上越市 ヤマト運輸　上越富岡センター 新潟県上越市藤野新田365-2 24時間

新潟市秋葉区 原信　新津店 新潟県新潟市秋葉区程島1865-1 9:00～24:00

新潟市西区 原信　五十嵐東店 新潟県新潟市西区五十嵐東1-13-1 24時間

新潟市西区 ヤマト運輸　新潟黒埼センター 新潟県新潟市西区山田2307-354 24時間

新潟市西区 原信　黒埼店 新潟県新潟市西区山田66 24時間

新潟市西区 ヤマト運輸　新潟真砂センター 新潟県新潟市西区大学南1-6706-1 24時間

新潟市西区 ウエルシア　青山店 新潟県新潟市西区東青山1-25-2 9:00～24:00

新潟市中央区 スーパーセンタームサシ　新潟店 新潟県新潟市中央区姥ケ山45-1 9:00～20:00

新潟市中央区 原信　関屋店 新潟県新潟市中央区関新3-4-32 24時間

新潟市中央区 原信　女池店 新潟県新潟市中央区女池上山2-3-3 9:00～24:00

新潟市中央区 ヤマト運輸　新潟川岸センター 新潟県新潟市中央区川岸町2-14-1 24時間

新潟市中央区 ヤマト運輸　新潟鳥屋野センター 新潟県新潟市中央区鳥屋野中沼315-3 24時間

新潟市中央区 ウエルシア　南笹口店 新潟県新潟市中央区南笹口2-3-55 24時間

新潟市東区 原信　河渡店 新潟県新潟市東区河渡庚135-1 24時間

新潟市北区 ヤマト運輸　新潟豊栄センター 新潟県新潟市北区柳原898-1 24時間

新発田市 原信　西新発田店 新潟県新発田市富塚町2-19-19 9:00～24:00

胎内市 イオンスタイル中条 新潟県胎内市東本町2641 7:00～23:00

長岡市 原信　美沢店 新潟県長岡市沖田1-93 24時間

長岡市 原信　花園店 新潟県長岡市花園南1-13 9:00～24:00

長岡市 原信　宮関店 新潟県長岡市宮関1-2-19 9:00～24:00

長岡市 原信　古正寺店 新潟県長岡市古正寺町20-1 9:00～24:00

長岡市 原信　七日町店 新潟県長岡市七日町385 9:00～24:00

長岡市 原信　川崎店 新潟県長岡市堀金1-1-1 24時間

柏崎市 原信　岩上店 新潟県柏崎市岩上4-19 9:00～24:00

柏崎市 ヤマト運輸　柏崎三和センター 新潟県柏崎市三和町1-33 24時間

高岡市 アルビス　丸の内店 富山県高岡市丸の内3-6 9:00～21:00

高岡市 グリーンモール中曽根 富山県高岡市中曽根2343 6:00～23:00



高岡市 ヤマト運輸　高岡横田センター 富山県高岡市内免2-201-1 24時間

高岡市 アルビス　美幸町店 富山県高岡市美幸町1-255-1 9:00～22:00

射水市 ヤマト運輸　小杉センター 富山県射水市本開発305-1 24時間

砺波市 ヤマト運輸　砺波センター 富山県砺波市太郎丸407 24時間

氷見市 アルビス　氷見店 富山県氷見市窪295-1 8:00～21:00

富山市 アルビス　羽根店 富山県富山市羽根1292-1 10:00～24:00

富山市 ヤマト運輸　富山経堂センター 富山県富山市経堂2-3 24時間

富山市 グリーンモール山室 富山県富山市山室226-2 10:00～21:00

富山市 ヤマト運輸　富山新屋センター 富山県富山市新屋字殿田割10 24時間

富山市 アルビス　新庄店 富山県富山市新庄銀座3-3-22 平日10:00～22:00 土日祝9:00～22:00

富山市 ヤマト運輸　婦中センター 富山県富山市婦中町砂子田388-1 24時間

富山市 ヤマト運輸　富山呉羽センター 富山県富山市本郷2395-2 24時間

河北郡内灘町 ウエルシア　内灘店 石川県河北郡内灘町向粟崎1-448 9:00～24:00

金沢市 ウエルシア　金沢額新保店 石川県金沢市額新保3-188 9:00～24:00

金沢市 ウエルシア　金沢四十万店 石川県金沢市四十万4-228 24時間

金沢市 ウエルシア　金沢出雲町店 石川県金沢市出雲町イ222 9:00～24:00

金沢市 ヤマト運輸　金沢朝霧台センター 石川県金沢市朝霧台1-50 24時間

金沢市 ウエルシア　金沢有松店 石川県金沢市有松4-13-13 9:00～24:00

能美市 ウエルシア　能美寺井店 石川県能美市寺井町ハ112 9:00～24:00

野々市市 ウエルシア　野々市御経塚店 石川県野々市市御経塚1-537 9:00～24:00

あわら市 ハニー　ビッグベリーマーケット芦原店 福井県あわら市舟津46-30-1 9:30～21:00

越前市 武生楽市 福井県越前市横市町28-14-1 9:30～24:00

吉田郡永平寺町 ハニー　アレナ福大病院前店 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月22字10 24時間

坂井市 みくにショッピングワールド　イーザ 福井県坂井市三国町三国東5-1-20 10:00～20:00

小浜市 ママーストアー　おばまショッピングセンター店 福井県小浜市四谷町7-30 9:00～21:00

敦賀市 ヤマト運輸　敦賀和久野センター 福井県敦賀市和久野30-23 24時間

福井市 ヤマト運輸　福井高柳センター 福井県福井市高柳町1-105 24時間

福井市 PLANT-3　清水店 福井県福井市三留町21-4 24時間

福井市 ハニー食彩館　やしろ店 福井県福井市若杉4-1021 24時間

福井市 ハニー新鮮館　つくし野店 福井県福井市八重巻町201 24時間

福井市 ハニー　木田店 福井県福井市木田3-2302 9:00～22:00

甲州市 オギノ　甲州店 山梨県甲州市塩山下於曽1470 10:00～21:00

甲斐市 オギノ　竜王駅前店 山梨県甲斐市大下条上河原1668-1 9:30～21:00

甲府市 オギノ　向町店 山梨県甲府市向町121-1 9:00～21:00

都留市 オギノ　都留店 山梨県都留市田原2-11-1 9:00～21:00

南巨摩郡富士川町 オギノ　富士川店 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町973-1 9:00～21:00

安曇野市 ヤマト運輸　豊科センター 長野県安曇野市豊科3529-1 24時間

安曇野市 イオン　豊科店 長野県安曇野市豊科4272-10 8:00～22:00

塩尻市 ヤマト運輸　広丘野村センター 長野県塩尻市広丘野村字角前1945-1 24時間

塩尻市 ヤマト運輸　塩尻大門センター 長野県塩尻市大門字桔梗ヶ原1079-51 24時間

岡谷市 マツモトキヨシ　岡谷若宮店 長野県岡谷市若宮1-3-23 9:00～22:00

佐久市 ヤマト運輸　佐久平センター 長野県佐久市岩村田北1-6-1 24時間



佐久市 イオン　佐久平店 長野県佐久市佐久平駅南11-10 8:00～23:00

松本市 ヤマト運輸　松本今井センター 長野県松本市今井字中道6689-1 24時間

松本市 マツモトキヨシ　寿店 長野県松本市寿中1-14-7 9:00～21:00

松本市 エディオン　松本なぎさ店 長野県松本市渚1-7-1 10:00～21:00

松本市 イオン　南松本店 長野県松本市双葉5-20 9:00～23:00

松本市 ヤマト運輸　松本島立センター 長野県松本市島立字北原1041-1 24時間

松本市 ヤマト運輸　松本並柳センター 長野県松本市並柳1-10-18 24時間

松本市 ヤマト運輸　信州大学前センター 長野県松本市北深志3-9-6 24時間

上伊那郡南箕輪村 ヤマト運輸　南箕輪センター 長野県上伊那郡南箕輪村三本木原8304-522 24時間

上田市 マツモトキヨシ　塩田店 長野県上田市小島168-4 9:00～21:00

上田市 ヤマト運輸　信州丸子センター 長野県上田市中丸子1728-1 24時間

中野市 ヤマト運輸　信州中野センター 長野県中野市江部1409-5 24時間

長野市 マツモトキヨシ　稲田店 長野県長野市稲田2-56-35 9:30～21:00

長野市 マツモトキヨシ　東和田店 長野県長野市東和田字居村422 9:30～21:00

長野市 ヤマト運輸　長野屋島センター 長野県長野市北長池271-5 24時間

飯田市 イオン　飯田店 長野県飯田市上郷飯沼1575 8:00～23:00

飯田市 マツモトキヨシ　上郷店 長野県飯田市上郷飯沼2219-1 9:00～21:00

飯田市 イオン　飯田アップルロード店 長野県飯田市鼎一色456 8:00～23:00

羽島郡笠松町 ドラッグユタカ　笠松店 岐阜県羽島郡笠松町美笠通1-8 24時間

羽島郡岐南町 ドラッグユタカ　岐南上印食店 岐阜県羽島郡岐南町上印食6-18 24時間

羽島市 ヤマト運輸　羽島平方センター 岐阜県羽島市江吉良町字村前2244 24時間

各務原市 ヤマト運輸　各務原蘇原センター 岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-40 24時間

各務原市 マックスバリュ　各務原店 岐阜県各務原市蘇原花園町1-35 24時間

関市 マーゴ 岐阜県関市倉知516 10:00～22:00

岐阜市 ヤマト運輸　岐阜茜部センター 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷1-115-4 24時間

岐阜市 アクティブG 岐阜県岐阜市橋本町1-10-1 1F 7:00～23:30

岐阜市 マックスバリュ　岐阜元町店 岐阜県岐阜市元町1-11 24時間

岐阜市 ヤマト運輸　岐阜長良センター 岐阜県岐阜市上土居2-16-18 24時間

岐阜市 マックスバリュ　水海道店 岐阜県岐阜市水海道2-6-5 24時間

岐阜市 ドラッグユタカ　入舟店 岐阜県岐阜市入舟町4-4 24時間

岐阜市 ドラッグユタカ　岐阜福光南店 岐阜県岐阜市福光南町22-21 24時間

瑞穂市 ヤマト運輸　瑞穂穂積センター 岐阜県瑞穂市別府字井場二ノ町1575-1 24時間

瑞浪市 ドラッグユタカ　瑞浪樽上店 岐阜県瑞浪市樽上町1-128-1 24時間

多治見市 笠原ショッピングプラザ・マイン 岐阜県多治見市笠原町2469-2 24時間

多治見市 ヤマト運輸　多治見太平センター 岐阜県多治見市太平町1-30 24時間

大垣市 ドラッグユタカ　安井店 岐阜県大垣市安井町2-11-5 24時間

大垣市 エディオン　大垣ベルプラザ店 岐阜県大垣市室村町3-74-5 24時間

大垣市 ドラッグユタカ　大垣本今店 岐阜県大垣市本今3-109-2 24時間

大垣市 ドラッグユタカ　林町店 岐阜県大垣市林町10-1339-1 24時間

中津川市 スマイル　なすび川店 岐阜県中津川市茄子川2048-17 24時間

中津川市 スマイル　駒場店 岐阜県中津川市駒場456-1 24時間

中津川市 スマイル　付知店 岐阜県中津川市付知町8593-20 24時間



伊東市 JR東日本　宇佐美駅 静岡県伊東市宇佐美 24時間

伊東市 ココカラファイン　伊豆高原店 静岡県伊東市八幡野1187-16 24時間

伊豆の国市 ココカラファイン　田京店 静岡県伊豆の国市白山堂541 24時間

掛川市 JR東海　掛川駅 静岡県掛川市南1-1-1 5:30～24:20

掛川市 ヤマト運輸　掛川領家センター 静岡県掛川市領家字梅田1461-12 24時間

湖西市 ヤマト運輸　浜名湖新居センター 静岡県湖西市新居町中之郷4032 24時間

御前崎市 杏林堂薬局　浜岡店 静岡県御前崎市池新田4359-1 9:00～21:00

御殿場市 ヤマト運輸　御殿場山の尻センター 静岡県御殿場市山之尻1047-1 24時間

御殿場市 マックスバリュ　御殿場原里店 静岡県御殿場市川島田1698-11 24時間

御殿場市 ヤマト運輸　御殿場板妻センター 静岡県御殿場市板妻37-59 24時間

三島市 JR東海　三島駅 静岡県三島市一番町16-1 4:30～24:40

三島市 ヤマト運輸　三島中央センター 静岡県三島市南町293-1 24時間

駿東郡長泉町 マックスバリュ　長泉中土狩店 静岡県駿東郡長泉町中土狩567-1 24時間

沼津市 ヤマト運輸　沼津下香貫センター 静岡県沼津市下香貫汐入2210-3 24時間

沼津市 ヤマト運輸　沼津吉田町センター 静岡県沼津市吉田町38-8 24時間

沼津市 ヤマト運輸　沼津松長センター 静岡県沼津市松長803-1 24時間

沼津市 JR東海　沼津駅 静岡県沼津市大手町1-1-1 24時間

沼津市 ヤマト運輸　沼津緑ヶ丘センター 静岡県沼津市緑ケ丘3-1 24時間

焼津市 ヤマト運輸　焼津石津センター 静岡県焼津市石津向町27-3 24時間

焼津市 イオン　焼津店 静岡県焼津市祢宜島555 8:00～23:00

焼津市 ヤマト運輸　焼津八楠センター 静岡県焼津市八楠4-37-2 24時間

榛原郡吉田町 ウエルシア　吉田住吉店 静岡県榛原郡吉田町住吉681-2 9:00～24:00

裾野市 ヤマト運輸　裾野伊豆島田センター 静岡県裾野市伊豆島田512-8 24時間

静岡市葵区 JR東海　静岡駅 静岡県静岡市葵区黒金町50 4:00～25:00

静岡市葵区 杏林堂薬局　静岡松富店 静岡県静岡市葵区松富2-1-62 9:00～22:00

静岡市葵区 ヤマト運輸　静岡城北センター 静岡県静岡市葵区城北31-1 24時間

静岡市葵区 ヤマト運輸　静岡東千代田センター 静岡県静岡市葵区東千代田2-17-32 24時間

静岡市葵区 ヤマト運輸　静岡流通センター 静岡県静岡市葵区有永町6-23 24時間

静岡市葵区 ヤマト運輸　静岡安倍口センター 静岡県静岡市葵区与左衛門新田3-2 24時間

静岡市駿河区 ヤマト運輸　静岡敷地センター 静岡県静岡市駿河区宮竹2-1-8 24時間

静岡市駿河区 マックスバリュ　静岡曲金店 静岡県静岡市駿河区曲金7-7-15 24時間

静岡市駿河区 ヤマト運輸　静岡中島センター 静岡県静岡市駿河区中島1006 24時間

静岡市駿河区 ヤマト運輸　静岡有明センター 静岡県静岡市駿河区豊田3-8-28 24時間

静岡市駿河区 ヤマト運輸　静岡丸子センター 静岡県静岡市駿河区北丸子1-6-19 24時間

静岡市清水区 ヤマト運輸　清水江尻台センター 静岡県静岡市清水区江尻台町23-29 24時間

静岡市清水区 イオン　清水店 静岡県静岡市清水区上原1-6-16 8:00～23:00

静岡市清水区 マックスバリュ　清水八坂店 静岡県静岡市清水区八坂南町2-26 24時間

袋井市 杏林堂薬局　袋井下山梨店 静岡県袋井市下山梨1952-4 9:00～22:00

袋井市 ヤマト運輸　袋井山科センター 静岡県袋井市山科字池ノ谷3108-3 24時間

袋井市 イオン　袋井店 静岡県袋井市上山梨4-1-1 8:00～22:00

田方郡函南町 マックスバリュ　函南店 静岡県田方郡函南町間宮字寺前台341 24時間

田方郡函南町 ヤマト運輸　函南塚本センター 静岡県田方郡函南町肥田315-1 24時間



島田市 ヤマト運輸　島田横井センター 静岡県島田市横井2-12-39 24時間

藤枝市 JR東海　藤枝駅 静岡県藤枝市駅前1-1-1 24時間

藤枝市 ウエルシア　藤枝高洲店 静岡県藤枝市高洲1-13-34 24時間

藤枝市 ヤマト運輸　藤枝大東センター 静岡県藤枝市大東町字南820 24時間

藤枝市 ヤマト運輸　藤枝築地センター 静岡県藤枝市築地1-4-1 24時間

藤枝市 ヤマト運輸　藤枝堀之内センター 静岡県藤枝市堀之内字井戸上456-1 24時間

磐田市 ヤマト運輸　磐田センター 静岡県磐田市大原482 24時間

浜松市西区 杏林堂薬局　志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂1-1-1 9:00～23:00

浜松市西区 ヤマト運輸　浜松大人見センター 静岡県浜松市西区大人見町1366-1 24時間

浜松市西区 イオン　浜松西店 静岡県浜松市西区入野町6244-1 7:00～24:00

浜松市中区 杏林堂薬局　姫街道店 静岡県浜松市中区葵西3-6-1 24時間

浜松市中区 ヤマト運輸　浜松元浜センター 静岡県浜松市中区元浜町341-1 24時間

浜松市中区 ヤマト運輸　浜松高丘センター 静岡県浜松市中区高丘西2-32-71 24時間

浜松市中区 杏林堂薬局　高丘東店 静岡県浜松市中区高丘東3-15-8 24時間

浜松市中区 JR東海　浜松駅 静岡県浜松市中区砂山町6-2 24時間

浜松市中区 杏林堂薬局　城北店 静岡県浜松市中区城北3-2-1 24時間

浜松市中区 杏林堂薬局　新津店 静岡県浜松市中区新津町583 9:00～23:00

浜松市中区 遠鉄ストア　フードワン泉店 静岡県浜松市中区泉4-12-1 24時間

浜松市中区 遠鉄ストア　フードワン南浅田店 静岡県浜松市中区南浅田2-13-1 24時間

浜松市東区 ヤマト運輸　浜松中野町センター 静岡県浜松市東区下石田町1127-6 24時間

浜松市東区 遠鉄ストア　笠井店 静岡県浜松市東区笠井町1197-22 24時間

浜松市東区 マックスバリュ　浜松和田店 静岡県浜松市東区和田町203-4 24時間

浜松市南区 ヤマト運輸　浜松卸本町センター 静岡県浜松市南区卸本町10 24時間

浜松市南区 ヤマト運輸　浜松遠州浜センター 静岡県浜松市南区恩地町524 24時間

浜松市南区 杏林堂薬局　芳川店 静岡県浜松市南区四本松町460-1 24時間

浜松市南区 ヤマト運輸　浜松若林センター 静岡県浜松市南区若林町1946-1 24時間

浜松市浜北区 ヤマト運輸　浜松小松センター 静岡県浜松市浜北区小松1637 24時間

浜松市北区 ココカラファイン　引佐店 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷2387-1 24時間

浜松市北区 ヤマト運輸　浜松初生センター 静岡県浜松市北区初生町375-1 24時間

富士宮市 ヤマト運輸　富士宮小泉センター 静岡県富士宮市小泉265-1 24時間

富士宮市 イオンスタイル富士宮 静岡県富士宮市浅間町1-8 8:00～23:00

富士宮市 ヤマト運輸　富士宮淀師センター 静岡県富士宮市淀師143-1 24時間

富士市 ヤマト運輸　富士森島センター 静岡県富士市宮島180-1 24時間

富士市 ヤマト運輸　富士原田センター 静岡県富士市原田142-3 24時間

富士市 ヤマト運輸　富士鷹岡センター 静岡県富士市厚原108-1 24時間

富士市 マックスバリュ　富士厚原店 静岡県富士市厚原872-1 7:00～23:30

富士市 ヤマト運輸　富士青島センター 静岡県富士市青島町248 24時間

富士市 マックスバリュ　富士八幡町店 静岡県富士市八幡町6-3 24時間

富士市 ヤマト運輸　富士柚木センター 静岡県富士市柚木152-1 24時間

あま市 ドラッグユタカ　あま甚目寺店 愛知県あま市甚目寺山之浦146-1 24時間

みよし市 ヤマト運輸　三好ヶ丘センター 愛知県みよし市三好町金田1-1 24時間

愛西市 ドラッグユタカ　佐屋店 愛知県愛西市北一色町東田面20-1 24時間



愛知郡東郷町 ドラッグユタカ　東郷店 愛知県愛知郡東郷町白鳥2-16-12 24時間

安城市 ドラッグスギヤマ　安城店 愛知県安城市城南町1-4-9 24時間

安城市 ヤマト運輸　安城二本木センター 愛知県安城市二本木新町2-2-5 24時間

安城市 ヤマト運輸　安城尾崎センター 愛知県安城市尾崎町豊阿弥37 24時間

安城市 ヤマト運輸　安城和泉センター 愛知県安城市和泉町庄司作8-11 24時間

一宮市 ヤマト運輸　一宮奥町センター 愛知県一宮市開明字馬保里8 24時間

一宮市 綿半フレッシュマーケット　起店 愛知県一宮市起字東茜屋72-3 24時間

一宮市 ヤマト運輸　一宮せんいセンター 愛知県一宮市森本5-21-1 24時間

一宮市 ヤマト運輸　一宮西島センター 愛知県一宮市西島町2-1 24時間

一宮市 エディオン　一宮本店 愛知県一宮市緑5-6-10 24時間

稲沢市 ヤマト運輸　稲沢国府宮センター 愛知県稲沢市国府宮神田町49-1 24時間

岡崎市 ヤマト運輸　岡崎稲熊センター 愛知県岡崎市稲熊町字8-203 24時間

岡崎市 ヤマト運輸　岡崎岩津センター 愛知県岡崎市細川町字長原89 24時間

岡崎市 ヤマト運輸　岡崎大樹寺センター 愛知県岡崎市大樹寺3-12-6 24時間

岡崎市 ヤマト運輸　岡崎美合センター 愛知県岡崎市大西町南ケ原12-71 24時間

岡崎市 ヤマト運輸　岡崎土井センター 愛知県岡崎市土井町字地堂41-1 24時間

岡崎市 ドラッグスギヤマ　百々店 愛知県岡崎市百々町字七社14 24時間

岡崎市 ヤマト運輸　岡崎六名センター 愛知県岡崎市牧御堂町炭焼27-1 24時間

海部郡蟹江町 ヤマト運輸　蟹江センター 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字八反割118 24時間

額田郡幸田町 ヤマト運輸　幸田センター 愛知県額田郡幸田町芦谷字鍛冶山38-1 24時間

蒲郡市 ドラッグスギヤマ　形原店 愛知県蒲郡市形原町亀井30-1 24時間

蒲郡市 ヤマト運輸　蒲郡西センター 愛知県蒲郡市形原町大坪41-1 24時間

蒲郡市 ココカラファイン　府相店 愛知県蒲郡市府相町2-346 24時間

蒲郡市 ヤマト運輸　蒲郡海陽センター 愛知県蒲郡市平田町下五反田41-1 24時間

刈谷市 JR東海　刈谷駅 愛知県刈谷市桜町1-55 始発～終電

刈谷市 ヤマト運輸　刈谷半城土センター 愛知県刈谷市半城土西町3-4-7 24時間

岩倉市 ヤマト運輸　岩倉八剱センター 愛知県岩倉市八剱町五林434-2 24時間

江南市 ヤマト運輸　江南飛高センター 愛知県江南市高屋町旭22 24時間

高浜市 ヤマト運輸　高浜二池センター 愛知県高浜市二池町5-1-1 24時間

春日井市 ヤマト運輸　高蔵寺ニュータウンセンター 愛知県春日井市気噴町2-12-1 24時間

春日井市 ヤマト運輸　春日井桃山センター 愛知県春日井市篠木町8-3-3 24時間

春日井市 ドラッグユタカ　庄名店 愛知県春日井市庄名町2-4-2 24時間

春日井市 ヤマト運輸　春日井如意申センター 愛知県春日井市美濃町1-96 24時間

小牧市 マックスバリュ　小牧駅西店 愛知県小牧市小牧4-74 24時間

小牧市 ヤマト運輸　小牧原センター 愛知県小牧市小牧原新田問屋橋882-1 24時間

常滑市 ヤマト運輸　常滑新開センター 愛知県常滑市新開町3-14 24時間

新城市 ピアゴ　新城店 愛知県新城市宮ノ後68-3 9:00～21:00

瀬戸市 ヤマト運輸　瀬戸上松山センター 愛知県瀬戸市上松山町1-47 24時間

瀬戸市 ヤマト運輸　瀬戸幡山センター 愛知県瀬戸市福元町20 24時間

清須市 ヤマト運輸　西枇杷島センター 愛知県清須市西田中長堀73 24時間

西尾市 ヤマト運輸　西尾南センター 愛知県西尾市天竹町河原37-1 24時間

大府市 ココカラファイン　共和店 愛知県大府市梶田町6-179-3 24時間



大府市 ヤマト運輸　大府北崎センター 愛知県大府市大東町3-131 24時間

知多郡阿久比町 ピアゴ　阿久比北店 愛知県知多郡阿久比町卯坂字惣山65 9:00～20:00

知多郡阿久比町 アピタ　阿久比店 愛知県知多郡阿久比町椋岡字徳吉1-12 8:00～23:00

知多郡南知多町 ココカラファイン　南知多店 愛知県知多郡南知多町大井字山田19 24時間

知多郡美浜町 ココカラファイン　奥田店 愛知県知多郡美浜町奥田字石畑250-2 24時間

知多市 ヤマト運輸　知多北浜センター 愛知県知多市八幡字岩之脇27-7 24時間

知立市 ヤマト運輸　知立センター 愛知県知立市南陽2-125 24時間

長久手市 マックスバリュ　長久手店 愛知県長久手市丁子田17-6 24時間

津島市 ヤマト運輸　津島神守センター 愛知県津島市越津町梅之木38 24時間

田原市 ヤマト運輸　田原センター 愛知県田原市神戸町字大坪7-1 24時間

東海市 ヤマト運輸　尾張横須賀センター 愛知県東海市養父町八ケ池45 24時間

日進市 プライムツリー赤池 愛知県日進市赤池町箕ノ手1 9:00～21:00

日進市 ヤマト運輸　竹の山センター 愛知県日進市竹の山1-106 24時間

日進市 ヤマト運輸　日進浅田センター 愛知県日進市米野木町家下116-1 24時間

半田市 ヤマト運輸　半田山代センター 愛知県半田市山代町1-106-4 24時間

尾張旭市 ピアゴ　印場店 愛知県尾張旭市庄中町1-5-1 10:00～20:00

尾張旭市 ヤマト運輸　尾張旭三郷センター 愛知県尾張旭市南原山町赤土277-1 24時間

碧南市 ヤマト運輸　碧南伏見センター 愛知県碧南市伏見町3-1 24時間

豊橋市 ドラッグスギヤマ　三ノ輪店 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺15-2 24時間

豊橋市 ココカラファイン　三本木店 愛知県豊橋市三本木町新三本木41-1 24時間

豊橋市 ヤマト運輸　豊橋新栄センター 愛知県豊橋市新栄町字南小向52-1 24時間

豊橋市 ヤマト運輸　豊橋神野センター 愛知県豊橋市神野新田町タノ割53 24時間

豊橋市 ヤマト運輸　豊橋西幸センター 愛知県豊橋市西幸町字浜池118-1 24時間

豊橋市 ジップドラッグ　西高師店 愛知県豊橋市西高師町字沢向5 24時間

豊橋市 エディオン　豊橋店 愛知県豊橋市前田南町1-6-1 24時間

豊橋市 ピアゴ　大清水店 愛知県豊橋市南大清水町字富士見700-1 7:00～22:00

豊橋市 ココカラファイン　富士見台店 愛知県豊橋市富士見台3-27-10 24時間

豊川市 ヤマト運輸　豊川為当センター 愛知県豊川市為当町椎木169 24時間

豊川市 ヤマト運輸　豊川牛久保センター 愛知県豊川市牛久保町字城下8 24時間

豊川市 はこび屋本舗 愛知県豊川市赤坂町松本237 24時間

豊田市 ヤマト運輸　豊田渋谷センター 愛知県豊田市渋谷町1-1-17 24時間

豊田市 ヤマト運輸　豊田堤センター 愛知県豊田市堤町寺池上63-3 24時間

豊田市 ヤマト運輸　豊田元町センター 愛知県豊田市土橋町2-28-1 24時間

豊明市 MEGAドン・キホーテUNY　豊明店 愛知県豊明市三崎町井ノ花5-1 24時間

豊明市 ヤマト運輸　豊明吉池センター 愛知県豊明市新田町吉池14-10 24時間

北名古屋市 ヤマト運輸　西春センター 愛知県北名古屋市西之保清水田55 24時間

名古屋市港区 ヤマト運輸　港当知センター 愛知県名古屋市港区高木町2-19 24時間

名古屋市港区 ヤマト運輸　名港センター 愛知県名古屋市港区神宮寺1-509 24時間

名古屋市港区 ドラッグユタカ　南陽店 愛知県名古屋市港区東茶屋1-642 24時間

名古屋市守山区 ヤマト運輸　守山幸心センター 愛知県名古屋市守山区幸心2-414 24時間

名古屋市守山区 ヤマト運輸　名東高社センター 愛知県名古屋市守山区四軒家2-307 24時間

名古屋市守山区 守山センチュリーゲート　コモンヴィラ 愛知県名古屋市守山区上志段味細川原192 24時間



名古屋市昭和区 ヤマト運輸　昭和宮東センター 愛知県名古屋市昭和区宮東町328 24時間

名古屋市昭和区 マックスバリュ　川原店 愛知県名古屋市昭和区川原通6-2-1 24時間

名古屋市瑞穂区 マックスバリュ　瑞穂通店 愛知県名古屋市瑞穂区石田町1-2 24時間

名古屋市瑞穂区 ヤマト運輸　瑞穂明前センター 愛知県名古屋市瑞穂区明前町10-39 24時間

名古屋市西区 ヤマト運輸　名古屋又穂センター 愛知県名古屋市西区砂原町155 24時間

名古屋市西区 アマノ　庄内通店 愛知県名古屋市西区庄内通1-34-19 24時間

名古屋市千種区 レオパレス　クレイノ青柳 愛知県名古屋市千種区青柳町7-34 24時間

名古屋市千種区 ヤマト運輸　千種内山センター 愛知県名古屋市千種区内山2-15-14 24時間

名古屋市千種区 JR東海　千種駅 愛知県名古屋市千種区内山3-24-8 始発～終電

名古屋市中区 ドン・キホーテ　納屋橋店 愛知県名古屋市中区栄1-2-49 10:00～23:00

名古屋市中区 JR東海　金山駅 愛知県名古屋市中区金山1-17-18 5:00～24:30

名古屋市中区 ヤマト運輸　名古屋千代田センター 愛知県名古屋市中区千代田3-4-4 24時間

名古屋市中区 JR東海　鶴舞駅 愛知県名古屋市中区千代田5-23-24 始発～終電

名古屋市中川区 ヤマト運輸　中川吉津センター 愛知県名古屋市中川区吉津4-2001 24時間

名古屋市中川区 ヤマト運輸　中川東起センター 愛知県名古屋市中川区東起町2-34-1 24時間

名古屋市中川区 ヤマト運輸　中川尾頭橋センター 愛知県名古屋市中川区二女子町1-50 24時間

名古屋市中村区 ヤマト運輸　名駅亀島センター 愛知県名古屋市中村区亀島2-31-20 24時間

名古屋市中村区 ヤマト運輸　中村草薙センター 愛知県名古屋市中村区草薙町1-80 24時間

名古屋市中村区 マックスバリュ　太閤店 愛知県名古屋市中村区太閤1-19-42 24時間

名古屋市中村区 近畿日本鉄道　近鉄八田駅 愛知県名古屋市中村区八田町字長田163-3 始発～終電

名古屋市中村区 JR東海　名古屋駅　地下1階多目的広場 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 5:30～23:00

名古屋市中村区 JR東海　名古屋駅　うまいもん通り南通路 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 5:30～23:00

名古屋市天白区 マックスバリュ　エクスプレス天白原店 愛知県名古屋市天白区原5-2309-1 24時間

名古屋市天白区 ウエルシア　天白高坂店 愛知県名古屋市天白区高坂町88-2 9:00～24:00

名古屋市天白区 ヤマト運輸　天白植田センター 愛知県名古屋市天白区植田3-508 24時間

名古屋市天白区 ヤマト運輸　天白野並センター 愛知県名古屋市天白区菅田1-1601 24時間

名古屋市天白区 エディオン　天白店 愛知県名古屋市天白区菅田2-901 24時間

名古屋市天白区 ヤマト運輸　天白平針センター 愛知県名古屋市天白区中平4-106 24時間

名古屋市天白区 ウエルシア　名古屋平針駅前店 愛知県名古屋市天白区平針2-1403 9:00～24:00

名古屋市東区 ヤマト運輸　名古屋大幸センター 愛知県名古屋市東区大幸3-16-26 24時間

名古屋市東区 JR東海　大曽根駅 愛知県名古屋市東区東大曽根町46-6 始発～終電

名古屋市南区 ヤマト運輸　南忠次センター 愛知県名古屋市南区忠次1-2-1 24時間

名古屋市南区 ヤマト運輸　南元塩センター 愛知県名古屋市南区南野2-228 24時間

名古屋市南区 ドラッグスギヤマ　豊店 愛知県名古屋市南区豊4-18-48 24時間

名古屋市南区 アピタ　名古屋南店 愛知県名古屋市南区豊田4-9-47 月～土10:00～21:00 日9:30～21:00  

名古屋市北区 ヤマト運輸　くすのき味鋺センター 愛知県名古屋市北区五反田町71 24時間

名古屋市北区 ヤマト運輸　名古屋中切センター 愛知県名古屋市北区中切町6-10-1 24時間

名古屋市北区 ヤマト運輸　名古屋辻センター 愛知県名古屋市北区天道町3-3 24時間

名古屋市名東区 マックスバリュ　一社店 愛知県名古屋市名東区一社2-104 24時間

名古屋市名東区 ヤマト運輸　名東極楽センター 愛知県名古屋市名東区極楽4-302-2 24時間

名古屋市緑区 ドラッグユタカ　桶狭間店 愛知県名古屋市緑区桶狭間3708 24時間

名古屋市緑区 ヤマト運輸　緑大清水センター 愛知県名古屋市緑区大清水1-1106 24時間



亀山市 マックスバリュ　亀山みずほ台店 三重県亀山市田村町2 24時間

桑名市 ヤマト運輸　桑名星川センター 三重県桑名市額田字惣作340-1 24時間

桑名市 ヤマト運輸　桑名江場センター 三重県桑名市江場字長折455-3 24時間

三重郡朝日町 ヤマト運輸　三重川越センター 三重県三重郡朝日町縄生368-1 24時間

四日市市 スーパーサンシ　いくわ店 三重県四日市市生桑町榎下167-1 24時間

四日市市 ヤマト運輸　四日市桜センター 三重県四日市市智積町字清水道6207-1 24時間

四日市市 ヤマト運輸　四日市日永西センター 三重県四日市市日永西3-15-11 24時間

四日市市 ヤマト運輸　四日市富士センター 三重県四日市市茂福町24-10 24時間

津市 ヤマト運輸　津白塚センター 三重県津市白塚町字鎌田3975 24時間

名張市 ヤマト運輸　名張桔梗が丘センター 三重県名張市西原町字井之上50-1 24時間

名張市 近畿日本鉄道　名張駅 三重県名張市平尾2961 24時間

鈴鹿市 ヤマト運輸　鈴鹿旭が丘センター 三重県鈴鹿市野町東1-11-1 24時間

蒲生郡竜王町 ヤマト運輸　蒲生竜王センター 滋賀県蒲生郡竜王町山之上馬道661 24時間

蒲生郡竜王町 平和堂　フレンドマート竜王店 滋賀県蒲生郡竜王町小口1664-1 9:30～20:00

近江八幡市 ヤマト運輸　近江八幡鷹飼センター 滋賀県近江八幡市西庄町2009 24時間

近江八幡市 ウエルシア　近江八幡多賀町店 滋賀県近江八幡市多賀町460 9:00～24:00

近江八幡市 ウエルシア　近江八幡鷹飼店 滋賀県近江八幡市鷹飼町455-1 9:00～24:00

近江八幡市 ウエルシア　近江八幡若宮店 滋賀県近江八幡市東町187-1 9:00～24:00

近江八幡市 ドラッグユタカ　近江八幡武佐店 滋賀県近江八幡市武佐町494-4 24時間

栗東市 ドラッグユタカ　栗東高野店 滋賀県栗東市高野字北さるがう620-1 24時間

栗東市 ウエルシア　栗東手原店 滋賀県栗東市手原1-9-17 9:00～24:00

栗東市 平和堂　アル･プラザ栗東店 滋賀県栗東市綣2-3-22 24時間

湖南市 平和堂　石部店 滋賀県湖南市石部中央6-1-31 9:30～20:00

甲賀市 平和堂　フレンドマート甲南店 滋賀県甲賀市甲南町竜法師338-3 9:30～21:00

甲賀市 ウエルシア　甲賀水口貴生川店 滋賀県甲賀市水口町貴生川2-62 9:00～24:00

守山市 ウエルシア　滋賀守山店 滋賀県守山市守山6-10-37 9:00～24:00

草津市 マックスバリュ　駒井沢店 滋賀県草津市駒井沢町78 24時間

草津市 平和堂　くさつ平和堂 滋賀県草津市大路1-10-27 24時間

草津市 ヤマト運輸　草津追分センター 滋賀県草津市追分1-7-11 24時間

草津市 ウエルシア　草津野路店 滋賀県草津市野路4-4-1 9:00～24:00

大津市 JR西日本　石山駅 滋賀県大津市粟津町3-1 24時間

大津市 マックスバリュ　大津月輪店 滋賀県大津市月輪3-31-1 24時間

大津市 JR西日本　大津京駅 滋賀県大津市皇子が丘2-8-1 始発～終電

大津市 平和堂　フレンドマート南郷店 滋賀県大津市南郷1-9-12 24時間

大津市 BRANCH大津京 滋賀県大津市二本松字立原48-1 7:00～23:00

大津市 ウエルシア　大津平津店 滋賀県大津市平津1-6-17 9:00～24:00

大津市 平和堂　アル・プラザ堅田店 滋賀県大津市本堅田5-20-10 24時間

大津市 ウエルシア　大津堅田店 滋賀県大津市本堅田5-9-12 9:00～24:00

大津市 ウエルシア　大津木の岡店 滋賀県大津市木の岡町51-1 24時間

長浜市 ドラッグユタカ　長浜祇園店 滋賀県長浜市祇園町21 24時間

長浜市 ヤマト運輸　長浜くろかべセンター 滋賀県長浜市八幡中山町柳町288 24時間

東近江市 マックスバリュ　八日市店 滋賀県東近江市岡田町字野上118 24時間



東近江市 平和堂　フレンドマート能登川店 滋賀県東近江市垣見町1515 24時間

彦根市 ドラッグユタカ　彦根中央店 滋賀県彦根市小泉町869-4 24時間

彦根市 ツルハドラッグ　彦根店 滋賀県彦根市長曽根南町482-2 10:00～24:00

綾部市 ウエルシア　綾部宮代店 京都府綾部市宮代町宮ノ下12-1 8:00～21:50

綾部市 ココカラファイン　綾部店 京都府綾部市西町3北大坪19 24時間

綾部市 ヤマト運輸　綾部城山センター 京都府綾部市味方町久保勝60 24時間

宇治市 ヤマト運輸　宇治伊勢田センター 京都府宇治市伊勢田町砂田148-1 24時間

宇治市 ウエルシア　宇治伊勢田店 京都府宇治市伊勢田町若林57 9:00～24:00

宇治市 平和堂　フレンドマート伊勢田店 京都府宇治市伊勢田町名木2-1-209 9:30～21:00

宇治市 京阪電鉄　宇治駅 京都府宇治市宇治乙方18-5 始発～終電

宇治市 平和堂　100BAN店 京都府宇治市広野町西裏100 24時間

宇治市 近畿日本鉄道　大久保駅 京都府宇治市広野町西裏81-2 始発～終電

宇治市 ダックス　宇治小倉店 京都府宇治市小倉町西浦98 9:00～24:00

宇治市 キリン堂　木幡店 京都府宇治市木幡正中46 10:00～21:45

宇治市 平和堂　フレンドマート御蔵山店 京都府宇治市木幡平尾27-1 9:30～21:00

宇治市 京都市営地下鉄　六地蔵駅 京都府宇治市六地蔵奈良町 始発～終電

宇治市 ドラッグユタカ　槇島店 京都府宇治市槇島町本屋敷12 24時間

亀岡市 ヤマト運輸　亀岡篠センター 京都府亀岡市大井町並河3-111-1 24時間

亀岡市 京阪京都交通　亀岡駅前案内所 京都府亀岡市追分町谷筋25-37 24時間

久世郡久御山町 ヤマト運輸　久御山センター 京都府久世郡久御山町西一口小字西池5-3 24時間

京丹後市 ヤマト運輸　峰山センター 京都府京丹後市峰山町菅870-1 24時間

京丹後市 ヤマト運輸　網野センター 京都府京丹後市網野町下岡606 24時間

京田辺市 ヤマト運輸　京田辺大住センター 京都府京田辺市興戸犬伏33-1 24時間

京田辺市 近畿日本鉄道　三山木駅 京都府京田辺市三山木中央1-7 始発～終電

京都市右京区 JR西日本　花園駅 京都府京都市右京区花園寺ノ内町5 始発～終電

京都市右京区 ココカラファイン　有栖川店 京都府京都市右京区嵯峨明星町1-39 9:00～21:00

京都市右京区 ヤマト運輸　京都梅津センター 京都府京都市右京区西院西貝川町33番地 24時間

京都市右京区 ヤマト運輸　京都西院寿町センター 京都府京都市右京区西院西寿町20-4 24時間

京都市右京区 ダックス　右京葛野八条店 京都府京都市右京区西京極芝ノ下町7 9:00～24:00

京都市右京区 ヤマト運輸　京都西京極センター 京都府京都市右京区西京極豆田町22 24時間

京都市右京区 ドラッグユタカ　右京梅津店 京都府京都市右京区梅津神田町6 24時間

京都市下京区 ヤマト運輸　五条烏丸センター 京都府京都市下京区東洞院通松原下る大江町556 24時間

京都市左京区 ココカラファイン　一乗寺店 京都府京都市左京区一乗寺宮ノ東町40 24時間

京都市左京区 ヤマト運輸　京都松ケ崎センター 京都府京都市左京区岩倉幡枝町1250-2 24時間

京都市左京区 ヤマト運輸　京都大原センター 京都府京都市左京区静市市原町37-1 24時間

京都市山科区 ヤマト運輸　京都勧修寺センター 京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎65 24時間

京都市山科区 ヤマト運輸　京都御陵センター 京都府京都市山科区西野今屋敷町11-13-15 24時間

京都市山科区 ジョーシン　山科店 京都府京都市山科区大塚北溝町20 24時間

京都市上京区 ヤマト運輸　今出川センター 京都府京都市上京区今出川通浄福寺西入二丁目東上善寺町178 24時間

京都市上京区 ヤマト運輸　京都智恵光院センター 京都府京都市上京区智恵光院通出水上る天秤丸町182-1 24時間

京都市西京区 ダックス　西京樫原店 京都府京都市西京区樫原井戸13-1 9:00～24:00

京都市西京区 レオパレス21　華 京都府京都市西京区牛ケ瀬新田泓町1-1 24時間



京都市西京区 ヤマト運輸　京都桂センター 京都府京都市西京区桂上野中町146 24時間

京都市西京区 ダックス　西京桂東店 京都府京都市西京区桂西滝川町66 24時間

京都市西京区 ドラッグユタカ　上桂店 京都府京都市西京区上桂北ノ口町54 24時間

京都市西京区 ヤマト運輸　京都嵐山センター 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町1311 24時間

京都市西京区 洛西ニュータウンセンタープラザ 京都府京都市西京区大原野東境谷町2-5-8 24時間

京都市西京区 ライフォート　洛西店 京都府京都市西京区大枝中山町7-116 24時間

京都市西京区 洛西福西会館 京都府京都市西京区大枝北福西町3-2-25 24時間

京都市中京区 ライフ　二条駅前店 京都府京都市中京区西ノ京星池町248 9:00～24:00

京都市中京区 ヤマト運輸　京都西の京センター 京都府京都市中京区西ノ京塚本町14 24時間

京都市中京区 JR西日本　二条駅 京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 始発～終電

京都市南区 ヤマト運輸　京都西七条センター 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西中町37-1 24時間

京都市南区 ダックス　京都吉祥院前田店 京都府京都市南区吉祥院前田町15 9:00～24:00

京都市南区 イオンモール京都桂川 京都府京都市南区久世高田町376-1 8:00～23:00

京都市南区 ヤマト運輸　京都向日センター 京都府京都市南区久世中久世町3-58 24時間

京都市南区 ヤマト運輸　京都九条センター 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町38 24時間

京都市南区 JR西日本　西大路駅 京都府京都市南区唐橋平垣町 24時間

京都市伏見区 ヤマト運輸　伏見大手筋センター 京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後16-1 24時間

京都市伏見区 ヤマト運輸　伏見横大路センター 京都府京都市伏見区横大路芝生10-1 24時間

京都市伏見区 ジョーシン　伏見店 京都府京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101 24時間

京都市伏見区 イズミヤ　伏見店 京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町23-6 9:00～21:00

京都市伏見区 JR西日本　藤森駅 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町99 24時間

京都市伏見区 ヤマト運輸　伏見醍醐センター 京都府京都市伏見区醍醐御霊ケ下町21-1 24時間

京都市伏見区 ドラッグユタカ　醍醐店 京都府京都市伏見区醍醐南里町12 24時間

京都市伏見区 京阪電鉄　六地蔵駅 京都府京都市伏見区桃山町中島町2 始発～終電

京都市伏見区 京阪電鉄　中書島駅 京都府京都市伏見区葭島矢倉町59 始発～終電

京都市北区 生鮮館なかむら　北山店 京都府京都市北区紫野東泉堂町1-1 24時間

京都市北区 ヤマト運輸　京都平野センター 京都府京都市北区平野宮北町36 24時間

城陽市 ダックス　城陽寺田店 京都府城陽市寺田垣内後41-17 9:00～24:00

城陽市 ヤマト運輸　城陽久世センター 京都府城陽市寺田新池86-3 24時間

相楽郡精華町 ヤマト運輸　京都精華センター 京都府相楽郡精華町祝園西1-12-1 24時間

相楽郡精華町 ウエルシア　相楽精華台店 京都府相楽郡精華町精華台3-12-3 9:00～24:00

長岡京市 ヤマト運輸　長岡神足センター 京都府長岡京市久貝1-422-1 24時間

南丹市 ヤマト運輸　京都園部センター 京都府南丹市園部町小山東町川向22-11 24時間

八幡市 イズミヤ　八幡店 京都府八幡市八幡一ノ坪23-1 24時間

八幡市 ヤマト運輸　八幡男山センター 京都府八幡市八幡五反田35-6 24時間

舞鶴市 ヤマト運輸　舞鶴東インターセンター 京都府舞鶴市小倉222-8 24時間

舞鶴市 ヤマト運輸　舞鶴岡田センター 京都府舞鶴市福来182-3 24時間

福知山市 ヤマト運輸　福知山駅前センター 京都府福知山市厚中町66 24時間

木津川市 ヤマト運輸　京都山城センター 京都府木津川市山城町椿井小字北代86-1 24時間

茨木市 大阪モノレール　沢良宜駅 大阪府茨木市高浜町194-4 始発～終電

茨木市 平和堂　フレンドマート彩都店 大阪府茨木市彩都あさぎ1-2-1 6:00～24:00

茨木市 イオンスタイル茨木 大阪府茨木市松ケ本町8-30-3 8:00～23:00



茨木市 ヤマト運輸　茨木新堂センター 大阪府茨木市新堂2-3-25 24時間

茨木市 UR総持寺団地 大阪府茨木市総持寺台1 24時間

茨木市 コノミヤ　茨木店 大阪府茨木市中津町4-12 24時間

茨木市 ヤマト運輸　茨木藤の里センター 大阪府茨木市藤の里1-18-16 24時間

茨木市 イズミヤ　まるとく市場　平田店 大阪府茨木市平田2-19-30 9:00～21:00

羽曳野市 ヤマト運輸　西浦センター 大阪府羽曳野市西浦1161-1 24時間

羽曳野市 ウエルシア　羽曳野西浦店 大阪府羽曳野市西浦6-2-27 9:00～24:00

羽曳野市 ウエルシア　羽曳野島泉店 大阪府羽曳野市島泉8-7-5 9:00～24:00

河内長野市 ウエルシア　河内長野千代田店 大阪府河内長野市原町2-3-6 9:00～23:00

河内長野市 ヤマト運輸　小山田センター 大阪府河内長野市昭栄町3-21 24時間

河内長野市 ウエルシア　河内長野西片添店 大阪府河内長野市西片添町12-25 9:00～24:00

河内長野市 ウエルシア　河内長野滝谷店 大阪府河内長野市木戸3-30-17 9:00～23:00

貝塚市 ファミリーマート　小浦貝塚加神店 大阪府貝塚市加神1-9-5 24時間

貝塚市 ウエルシア　貝塚清児店 大阪府貝塚市清児504 9:00～24:00

貝塚市 ウエルシア　貝塚半田店 大阪府貝塚市半田544 9:00～24:00

岸和田市 ヤマト運輸　包近センター 大阪府岸和田市稲葉町279-1 24時間

岸和田市 ウエルシア　岸和田加守店 大阪府岸和田市加守町1-1-30 9:00～24:00

岸和田市 ウエルシア　岸和田額原店 大阪府岸和田市額原町572 9:00～24:00

岸和田市 南海電鉄　岸和田駅 大阪府岸和田市宮本町1-10 始発～終電

岸和田市 ラパーク岸和田 大阪府岸和田市春木若松町21-1 9:00～23:00

岸和田市 ウエルシア　岸和田西之内店 大阪府岸和田市西之内町21-33 9:00～24:00

岸和田市 ヤマト運輸　上松センター 大阪府岸和田市中井町1-21-13 24時間

岸和田市 ウエルシア　アクロスプラザ東岸和田店 大阪府岸和田市土生町4-2-1 24時間

岸和田市 ウエルシア　岸和田尾生店 大阪府岸和田市尾生町6-8-52 9:00～24:00

交野市 ドラッグアカカベ　交野店 大阪府交野市私部4-28-3 24時間

交野市 関西スーパー　河内磐船店 大阪府交野市森北1-18-11 24時間

交野市 ヤマト運輸　交野星田センター 大阪府交野市星田北5-3-18 24時間

交野市 関西スーパー　倉治店 大阪府交野市倉治7-40-1 24時間

高石市 関西スーパー　高石駅前店 大阪府高石市加茂1-21-23 9:00～22:00

高石市 ヤマト運輸　羽衣センター 大阪府高石市取石6-10-16 24時間

高槻市 ヤマト運輸　高槻井尻センター 大阪府高槻市井尻2-6-10 24時間

高槻市 ウエルシア　高槻古曽部店 大阪府高槻市古曽部町2-17-3 9:00～24:00

高槻市 ウエルシア　高槻高西店 大阪府高槻市高西町6-7 9:00～24:00

高槻市 コーナン　高槻上牧店 大阪府高槻市上牧南駅前町125 9:00～21:00

高槻市 ライフ　高槻城西店 大阪府高槻市城西町6-28 9:00～21:00

高槻市 関西スーパー　西冠店 大阪府高槻市西冠3-29-7 9:00～22:00

高槻市 カインズ　高槻店 大阪府高槻市大塚町1-9-3 9:00～22:00

高槻市 ジョーシン　高槻店 大阪府高槻市大畑町24-10 24時間

高槻市 ヤマト運輸　高槻土室センター 大阪府高槻市土室町65-1 24時間

高槻市 JR西日本　高槻駅 大阪府高槻市白梅町1-1 始発～終電

堺市堺区 ライフ　大仙店 大阪府堺市堺区大仙西町6-184-1 9:00～22:00

堺市堺区 イオンモール堺鉄砲町 大阪府堺市堺区鉄砲町1 10:00～21:00



堺市西区 ウエルシア　堺山田店 大阪府堺市西区山田1-1152 9:00～24:00

堺市西区 ヤマト運輸　菱木センター 大阪府堺市西区上99 24時間

堺市西区 ウエルシア　堺上野芝店 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町6-6-43 9:00～24:00

堺市西区 ヤマト運輸　浜寺センター 大阪府堺市西区浜寺船尾町東2-217 24時間

堺市中区 ヤマト運輸　福田センター 大阪府堺市中区見野山218-1 24時間

堺市中区 ウエルシア　堺深井水池店 大阪府堺市中区深井水池町3094 9:00～22:00

堺市中区 ウエルシア　堺深井沢町店 大阪府堺市中区深井沢町3237 9:00～24:00

堺市中区 泉北高速鉄道　深井駅 大阪府堺市中区深井沢町3290 始発～終電

堺市中区 ウエルシア　堺深井中町店 大阪府堺市中区深井中町1971-1 9:00～24:00

堺市中区 ヤマト運輸　大野芝センター 大阪府堺市中区土塔町147-1 24時間

堺市東区 ウエルシア　堺日置荘西町店 大阪府堺市東区日置荘西町2-19-22 9:00～24:00

堺市南区 エディオン　泉北店 大阪府堺市南区三原台4-40-1 24時間

堺市南区 泉北高速鉄道　光明池駅 大阪府堺市南区新檜尾台2-1-1 始発～終電

堺市南区 ウエルシア　堺泉田中店 大阪府堺市南区泉田中164 9:00～24:00

堺市南区 泉北高速鉄道　泉ケ丘駅 大阪府堺市南区竹城台1-1-1 始発～終電

堺市南区 ヤマト運輸　堺豊田センター 大阪府堺市南区豊田625 24時間

堺市美原区 ウエルシア　堺南余部店 大阪府堺市美原区南余部192-1 9:00～24:00

堺市北区 南海電鉄　白鷺駅 大阪府堺市北区金岡町1150-1 始発～終電

堺市北区 ヤマト運輸　金岡センター 大阪府堺市北区金岡町2013-1 24時間

堺市北区 Osaka Metro御堂筋線　新金岡駅 大阪府堺市北区新金岡町1-7-2 始発～終電

堺市北区 フレスポしんかな 大阪府堺市北区新金岡町5-1-1 9:00～24:00

堺市北区 ウエルシア　堺中百舌鳥店 大阪府堺市北区中百舌鳥町2-2 9:00～24:00

堺市北区 Osaka Metro御堂筋線　なかもず駅 大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁目 始発～終電

堺市北区 コーナン　中もず店 大阪府堺市北区中百舌鳥町3-428-2 9:00～21:00

堺市北区 ウエルシア　堺長曽根店 大阪府堺市北区長曽根町1207-4 9:00～24:00

堺市北区 エディオン　なかもず店 大阪府堺市北区長曽根町3081-17 24時間

堺市北区 レオパレス21　ソレイユ 大阪府堺市北区東雲東町3-8-34 24時間

堺市北区 ウエルシア　堺百舌鳥梅町店 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1-7-1 9:00～24:00

堺市北区 Osaka Metro御堂筋線　北花田駅 大阪府堺市北区北花田町2-14-3 始発～終電

堺市北区 ヤマト運輸　北花田センター 大阪府堺市北区北花田町4-89-23 24時間

四條畷市 イオンスタイル四條畷 大阪府四條畷市砂4-3-2 9:00～23:00

守口市 京阪電鉄　守口市駅 大阪府守口市河原町1-1 始発～終電

守口市 ドラッグアカカベ　守口店 大阪府守口市佐太東町1-38-9 24時間

守口市 ドラッグアカカベ　寺方店 大阪府守口市寺方本通3-1-5 24時間

守口市 Osaka Metro谷町線　大日駅 大阪府守口市大日町2丁目 始発～終電

守口市 ウエルシア　守口藤田店 大阪府守口市藤田町1-90-1 9:00～24:00

守口市 レオパレス21　エイト守口 大阪府守口市日光町1-11 24時間

守口市 ヤマト運輸　守口八雲センター 大阪府守口市八雲中町3-13-32 24時間

松原市 ウエルシア　松原阿保店 大阪府松原市阿保2-123-1 24時間

松原市 ヤマト運輸　三宅センター 大阪府松原市三宅中6-10 24時間

松原市 ヤマト運輸　上田センター 大阪府松原市柴垣2-516-2 24時間

松原市 近畿日本鉄道　河内松原駅 大阪府松原市上田3-5-1 始発～終電



松原市 ウエルシア　松原天美東店 大阪府松原市天美東2-136-18 9:00～24:00

松原市 イズミヤ　松原中央店 大阪府松原市田井城1-1-1 9:00～22:00

寝屋川市 京阪電鉄　香里園駅 大阪府寝屋川市香里南之町19-1 始発～終電

寝屋川市 ウエルシア　寝屋川高宮店 大阪府寝屋川市高宮1-2-34 8:00～24:00

寝屋川市 キリン堂　石津南店 大阪府寝屋川市石津南町18-1 10:00～21:45

寝屋川市 京阪電鉄　寝屋川市駅 大阪府寝屋川市早子町16-11 始発～終電

寝屋川市 トライアル　スーパーセンター寝屋川大成店 大阪府寝屋川市大成町12-23 24時間

寝屋川市 ウエルシア　寝屋川池田新町店 大阪府寝屋川市池田新町19-26 9:00～24:00

吹田市 ビエラ岸辺健都 大阪府吹田市岸部新町5-45 1F 9:30～21:30

吹田市 関西スーパー　佐井寺店 大阪府吹田市佐井寺南が丘17-1 24時間

吹田市 ヤマト運輸　吹田山田センター 大阪府吹田市山田北9-13 24時間

吹田市 阪急電鉄　豊津駅 大阪府吹田市垂水町1-1-4 始発～終電

吹田市 レオパレス21　ウィンゴ 大阪府吹田市清和園町16-2 24時間

吹田市 ジョーシン　吹田上新庄店 大阪府吹田市西御旅町6-5 24時間

吹田市 ヤマト運輸　吹田川岸町センター 大阪府吹田市川岸町14-15 24時間

吹田市 ウエルシア　吹田泉店 大阪府吹田市泉町5-9-42 9:00～24:00

吹田市 FUWATT　竹見台店 大阪府吹田市竹見台3-6-6 24時間

吹田市 JR西日本　吹田駅 大阪府吹田市朝日町1-1 始発～終電

吹田市 ヤマト運輸　吹田南金田町センター 大阪府吹田市南吹田4-23-8 24時間

吹田市 関西スーパー　江坂店 大阪府吹田市豊津町11-5 24時間

摂津市 キリン堂　摂津鳥飼店 大阪府摂津市鳥飼下2-1-1 9:00～21:00

摂津市 トライアル　スーパーセンター摂津南店 大阪府摂津市東別府3-5-13 24時間

泉佐野市 いこらも～る泉佐野 大阪府泉佐野市下瓦屋2-2-77 9:30～22:00

泉佐野市 ヤマト運輸　日根野センター 大阪府泉佐野市市場西1-9-12 24時間

泉佐野市 ウエルシア　泉佐野鶴原店 大阪府泉佐野市鶴原1238 9:00～24:00

泉大津市 南海電鉄　泉大津駅 大阪府泉大津市旭町19-1 始発～終電

泉大津市 ウエルシア　泉大津寿店 大阪府泉大津市寿町8-30 9:00～24:00

泉大津市 カナートモール　和泉府中店 大阪府泉大津市東豊中町1-5-10 9:00～23:00

泉大津市 ウエルシア　泉大津東豊中店 大阪府泉大津市東豊中町1-6-24 9:00～24:00

泉南市 ヤマト運輸　信達市場センター 大阪府泉南市信達市場1581-2 24時間

泉南市 ウエルシア　泉南新家店 大阪府泉南市新家4484-14 9:00～23:00

大阪狭山市 ウエルシア　大阪狭山池之原店 大阪府大阪狭山市池之原2-1193 9:00～24:00

大阪狭山市 ヤマト運輸　大阪狭山センター 大阪府大阪狭山市東野中4-619-1 24時間

大阪市阿倍野区 近畿日本鉄道　大阪阿倍野橋駅 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 始発～終電

大阪市阿倍野区 Osaka Metro谷町線　阿倍野駅 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 始発～終電

大阪市阿倍野区 Osaka Metro谷町線　文の里駅 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目 始発～終電

大阪市阿倍野区 ヤマト運輸　昭和町センター 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4-1-28 24時間

大阪市旭区 ココカラファイン　旭高殿店 大阪府大阪市旭区高殿4-14-5 9:00～22:00

大阪市旭区 Osaka Metro谷町線　関目高殿駅 大阪府大阪市旭区高殿4丁目 始発～終電

大阪市旭区 Osaka Metro谷町線　千林大宮駅 大阪府大阪市旭区森小路2丁目 始発～終電

大阪市旭区 Osaka Metro谷町線　太子橋今市駅 大阪府大阪市旭区太子橋1丁目 始発～終電

大阪市旭区 ウエルシア　旭太子橋店 大阪府大阪市旭区太子橋3-9-17 8:00～23:00



大阪市港区 ライフ　弁天町店 大阪府大阪市港区磯路1-9-25 9:00～24:00

大阪市港区 関西スーパー　市岡店 大阪府大阪市港区市岡2-4-25 9:00～22:00

大阪市港区 ヤマト運輸　三軒家センター 大阪府大阪市港区波除1-4-77 24時間

大阪市此花区 阪神電鉄　千鳥橋駅 大阪府大阪市此花区四貫島1-1-43 24時間

大阪市住吉区 レオパレス21　クリスタ住吉 大阪府大阪市住吉区遠里小野2-10-18 24時間

大阪市住吉区 レオパレス21　ネイバーズN 大阪府大阪市住吉区遠里小野7-1-1 24時間

大阪市住吉区 ライフ　住吉山之内店 大阪府大阪市住吉区山之内1-10-15 9:00～24:00

大阪市住吉区 関西スーパー　長居店 大阪府大阪市住吉区長居東4-8-2 7:00～24:00

大阪市住吉区 Osaka Metro御堂筋線　長居駅 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 始発～終電

大阪市住吉区 ウエルシア　住吉南住吉店 大阪府大阪市住吉区南住吉1-19-20 8:00～22:00

大阪市住之江区 ヤマト運輸　住之江柴谷センター 大阪府大阪市住之江区柴谷1-2-70 24時間

大阪市住之江区 ウエルシア　住之江新北島店 大阪府大阪市住之江区新北島3-6-16 9:00～24:00

大阪市住之江区 南海電鉄　住ノ江駅 大阪府大阪市住之江区西住之江1-1-41 始発～終電

大阪市住之江区 Osaka Metro四つ橋線　住之江公園駅 大阪府大阪市住之江区泉1-1-52 始発～終電

大阪市住之江区 南港ポートタウンショッピングセンター 大阪府大阪市住之江区南港中2-1-109 24時間

大阪市住之江区 ポートタウン西ビル 大阪府大阪市住之江区南港中3-2-77 24時間

大阪市城東区 Osaka Metro今里筋線　関目成育駅 大阪府大阪市城東区関目5丁目 始発～終電

大阪市城東区 レオパレス21　すばる 大阪府大阪市城東区関目6-5-30 24時間

大阪市城東区 ヤマト運輸　古市センター 大阪府大阪市城東区古市1-4-35 24時間

大阪市城東区 関西スーパー　蒲生店 大阪府大阪市城東区今福西3-2-24 24時間

大阪市城東区 Osaka Metro今里筋線　蒲生四丁目駅 大阪府大阪市城東区今福西3丁目 始発～終電

大阪市城東区 関西スーパー　今福店 大阪府大阪市城東区今福東2-15-20 24時間

大阪市城東区 Osaka Metro長堀鶴見緑地線　今福鶴見駅 大阪府大阪市城東区今福東2丁目 始発～終電

大阪市城東区 ドラッグアカカベ　放出西店 大阪府大阪市城東区放出西2-20-21 24時間

大阪市生野区 ライフ　巽店 大阪府大阪市生野区巽中1-22-2 9:00～24:00

大阪市生野区 ヤマト運輸　巽センター 大阪府大阪市生野区巽中4-2-24 24時間

大阪市生野区 Osaka Metro千日前線　南巽駅 大阪府大阪市生野区巽東2-19-27 始発～終電

大阪市生野区 キリン堂　たつみ店 大阪府大阪市生野区巽東3-1-11 9:00～21:45

大阪市生野区 ウエルシア　生野巽南店 大阪府大阪市生野区巽南5-7-6 7:00～23:00

大阪市生野区 ウエルシア　生野巽北店 大阪府大阪市生野区巽北4-2-10 9:00～22:00

大阪市西区 Osaka Metro四つ橋線　肥後橋駅 大阪府大阪市西区江戸堀1-13-18 始発～終電

大阪市西区 Osaka Metro千日前線　阿波座駅 大阪府大阪市西区西本町3-1-23 始発～終電

大阪市西区 ヤマト運輸　大阪川口センター 大阪府大阪市西区川口2-6-20 24時間

大阪市西区 Osaka Metro四つ橋線　四ツ橋駅 大阪府大阪市西区北堀江1-1-29 始発～終電

大阪市西成区 イズミヤ　天下茶屋店 大阪府大阪市西成区岸里1-1-95 9:00～24:00

大阪市西成区 ライフ　玉出東店 大阪府大阪市西成区玉出東2-9-40 9:00～24:00

大阪市西淀川区 関西スーパー　大和田店 大阪府大阪市西淀川区大和田2-2-43 9:00～22:00

大阪市西淀川区 ヤマト運輸　西淀川御幣島センター 大阪府大阪市西淀川区竹島5-2-1 24時間

大阪市西淀川区 イズミヤ　福町店 大阪府大阪市西淀川区福町3-2-15 9:00～22:00

大阪市大正区 Osaka Metro長堀鶴見緑地線　大正駅 大阪府大阪市大正区三軒家西1丁目 始発～終電

大阪市中央区 ライフ　堺筋本町店 大阪府大阪市中央区久太郎町1-7-5 8:00～25:00

大阪市中央区 Osaka Metro長堀鶴見緑地線　松屋町駅 大阪府大阪市中央区松屋町3 始発～終電



大阪市中央区 もりのみやキューズモールBASE 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-1-70 10:00～21:00

大阪市中央区 Osaka Metro谷町線　天満橋駅 大阪府大阪市中央区谷町1丁目 始発～終電

大阪市中央区 イズミヤ　法円坂店 大阪府大阪市中央区法円坂2-1-35 9:00～24:00

大阪市中央区 ヤマト運輸　北久宝寺センター 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-2-10 24時間

大阪市鶴見区 ウエルシア　鶴見茨田大宮店 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4-18-3 8:00～24:00

大阪市鶴見区 ライフ　横堤店 大阪府大阪市鶴見区横堤3-6-45 9:00～24:00

大阪市鶴見区 ヤマト運輸　鶴見横堤センター 大阪府大阪市鶴見区横堤4-7-6 24時間

大阪市鶴見区 Osaka Metro長堀鶴見緑地線　横堤駅 大阪府大阪市鶴見区横堤5丁目 始発～終電

大阪市鶴見区 ライフ　鶴見今津北店 大阪府大阪市鶴見区今津北3-8-22 24時間

大阪市鶴見区 ウエルシア　鶴見浜店 大阪府大阪市鶴見区浜2-2-66 9:00～24:00

大阪市鶴見区 JR西日本　放出駅 大阪府大阪市鶴見区放出東3-21-52 始発～終電

大阪市鶴見区 ウエルシア　鶴見緑店 大阪府大阪市鶴見区緑4-2-61 9:00～24:00

大阪市天王寺区 ライフ　寺田町駅前店 大阪府大阪市天王寺区国分町20-26 9:00～24:00

大阪市天王寺区 JR西日本　寺田町駅 大阪府大阪市天王寺区大道4-11-21 始発～終電

大阪市都島区 JR西日本　桜ノ宮駅 大阪府大阪市都島区中野町5-1-22 24時間

大阪市都島区 関西スーパー　内代店 大阪府大阪市都島区内代町2-4-12 24時間

大阪市都島区 ウエルシア　都島毛馬店 大阪府大阪市都島区毛馬町3-3-28 9:00～24:00

大阪市都島区 ウエルシア　都島友渕店 大阪府大阪市都島区友渕町2-10-21 9:00～24:00

大阪市東住吉区 近畿日本鉄道　針中野駅 大阪府大阪市東住吉区駒川5-24-8 始発～終電

大阪市東住吉区 ヤマト運輸　長居センター 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2-1-3 24時間

大阪市東住吉区 ヤマト運輸　東住吉矢田センター 大阪府大阪市東住吉区住道矢田6-10-24 24時間

大阪市東住吉区 ヤマト運輸　東住吉田辺センター 大阪府大阪市東住吉区鷹合1-4-9 24時間

大阪市東住吉区 近畿日本鉄道　矢田駅 大阪府大阪市東住吉区矢田2-25-27 始発～終電

大阪市東成区 ウエルシア　東成深江南店 大阪府大阪市東成区深江南1-1-11 7:00～23:00

大阪市東成区 イズミヤ　深江橋店 大阪府大阪市東成区深江北1-7-4 9:00～25:00

大阪市東成区 ライフ　緑橋店 大阪府大阪市東成区東中本2-8-20 9:00～24:00

大阪市東淀川区 レオパレス21　レオネクスト下新庄 大阪府大阪市東淀川区下新庄4-8-19 24時間

大阪市東淀川区 Osaka Metro今里筋線　瑞光四丁目駅 大阪府大阪市東淀川区瑞光4丁目 始発～終電

大阪市東淀川区 ライフ　西淡路店 大阪府大阪市東淀川区西淡路6-3-2 9:00～24:00

大阪市東淀川区 Osaka Metro今里筋線　だいどう豊里駅 大阪府大阪市東淀川区大桐1-1-7 始発～終電

大阪市東淀川区 関西スーパー　南江口店 大阪府大阪市東淀川区南江口1-3-3 24時間

大阪市東淀川区 イズミヤ　豊新店 大阪府大阪市東淀川区豊新5-5-26 9:00～23:00

大阪市東淀川区 ヤマト運輸　東淀川豊新菅原センター 大阪府大阪市東淀川区豊里1-4-33 24時間

大阪市福島区 阪神電鉄　野田駅 大阪府大阪市福島区海老江1-1-11 始発～終電

大阪市福島区 関西スーパー　福島店 大阪府大阪市福島区鷺洲1-7-50 24時間

大阪市福島区 コーナン　福島大開店 大阪府大阪市福島区大開4-1-78 7:00～21:00

大阪市福島区 ライフ　堂島大橋店 大阪府大阪市福島区福島3-2-16 9:00～24:00

大阪市平野区 ウエルシア　平野瓜破西店 大阪府大阪市平野区瓜破西2-8-10 9:00～24:00

大阪市平野区 ヤマト運輸　平野宮町センター 大阪府大阪市平野区加美東3-9-26 24時間

大阪市平野区 レオパレス21　アズール加美東 大阪府大阪市平野区加美東5-8-22 24時間

大阪市平野区 Osaka Metro谷町線　喜連瓜破駅 大阪府大阪市平野区喜連2丁目 始発～終電

大阪市平野区 ライフ　喜連瓜破店 大阪府大阪市平野区喜連西6-2-34 24時間



大阪市平野区 ヤマト運輸　長原センター 大阪府大阪市平野区長吉川辺3-6-4 24時間

大阪市平野区 Osaka Metro谷町線　出戸駅 大阪府大阪市平野区長吉長原西1丁目 始発～終電

大阪市平野区 ウエルシア　平野長吉長原店 大阪府大阪市平野区長吉長原西3-4-15 7:00～24:00

大阪市平野区 Osaka Metro谷町線　長原駅 大阪府大阪市平野区長吉長原東2-2 始発～終電

大阪市平野区 ヤマト運輸　喜連瓜破センター 大阪府大阪市平野区背戸口2-2-8 24時間

大阪市平野区 Osaka Metro谷町線　平野駅 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 始発～終電

大阪市北区 Osaka Metro谷町線　中崎町駅 大阪府大阪市北区中崎1丁目 始発～終電

大阪市北区 Osaka Metro谷町線　南森町駅 大阪府大阪市北区南森町2丁目 始発～終電

大阪市北区 ディアモール大阪 大阪府大阪市北区梅田1丁目 5:00～24:00

大阪市淀川区 ヤマト運輸　淀川三国本町センター 大阪府大阪市淀川区三国本町2-12-16 24時間

大阪市淀川区 ウエルシア　淀川三国本町店 大阪府大阪市淀川区三国本町2-13-73 9:00～24:00

大阪市淀川区 ヤマト運輸　淀川三津屋センター 大阪府大阪市淀川区三津屋南3-15-20 24時間

大阪市淀川区 ヤマト運輸　淀川十三東センター 大阪府大阪市淀川区十三東3-22-2 24時間

大阪市淀川区 レオパレス21　十三 大阪府大阪市淀川区十三東4-6-7 24時間

大阪市淀川区 ライフ　セントラルスクエア西宮原店 大阪府大阪市淀川区西宮原2-2-22 9:00～24:00

大阪市淀川区 ヤマト運輸　淀川東三国センター 大阪府大阪市淀川区西三国1-20-34 24時間

大阪市淀川区 JR西日本　新大阪駅 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 始発～終電

大阪市淀川区 JR西日本　塚本駅 大阪府大阪市淀川区塚本2-28-2 始発～終電

大阪市浪速区 ライフ　塩草店 大阪府大阪市浪速区塩草3-1-1 9:30～24:00

大阪市浪速区 ライフ　下寺店 大阪府大阪市浪速区下寺2-8-12 9:30～25:00

大阪市浪速区 Osaka Metro千日前線　桜川駅 大阪府大阪市浪速区幸町2-3-22 始発～終電

大阪市浪速区 OCAT　B1階ポンテ広場内 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-1 始発～終電

大東市 ドラッグアカカベ　野崎店 大阪府大東市北条1-13-29 24時間

大東市 ドラッグアカカベ　津の辺店 大阪府大東市明美の里町1-70 24時間

池田市 阪急電鉄　池田駅 大阪府池田市栄町1-1 始発～終電

池田市 URアルビス五月ヶ丘 大阪府池田市五月丘2-4 24時間

池田市 ヤマト運輸　池田神田センター 大阪府池田市神田3-20-30 24時間

東大阪市 ヤマト運輸　東大阪衣摺センター 大阪府東大阪市衣摺2-17-11 24時間

東大阪市 エディオン　中環東大阪店 大阪府東大阪市稲田三島町3-88 24時間

東大阪市 フレスポ東大阪 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64 24時間

東大阪市 レオパレス21　レオネクスト稲田 大阪府東大阪市稲田本町3-31-22 24時間

東大阪市 ウエルシア　東大阪瓜生堂店 大阪府東大阪市瓜生堂1-10-50 9:00～24:00

東大阪市 レオパレス21　sakuhana 大阪府東大阪市瓜生堂1-7-17 24時間

東大阪市 関西スーパー　永和店 大阪府東大阪市永和2-12-20 9:00～20:50

東大阪市 ライフ　八戸ノ里店 大阪府東大阪市下小阪5-2-2 9:00～24:00

東大阪市 ウエルシア　東大阪御厨中店 大阪府東大阪市御厨中1-1-29 9:00～24:00

東大阪市 近商ストア　Pochette俊徳道店 大阪府東大阪市荒川3-29-17 7:00～23:00

東大阪市 ヤマト運輸　東大阪高井田センター 大阪府東大阪市高井田23-20 24時間

東大阪市 近畿日本鉄道　河内小阪駅 大阪府東大阪市小阪1-8-8 始発～終電

東大阪市 近畿日本鉄道　八戸ノ里駅 大阪府東大阪市小阪3-1-1 始発～終電

東大阪市 近畿日本鉄道　新石切駅 大阪府東大阪市西石切町3-3 始発～終電

東大阪市 レオパレス21　クレイノグランシャリオ 大阪府東大阪市西堤楠町3-9-22 24時間



東大阪市 ウエルシア　東大阪中新開店 大阪府東大阪市中新開1-14-26 9:00～24:00

東大阪市 フレスポ長田 大阪府東大阪市長田中2-5-23 9:00～24:00

東大阪市 近畿日本鉄道　布施駅 大阪府東大阪市長堂1-1-18 始発～終電

東大阪市 ヤマト運輸　東大阪金物町センター 大阪府東大阪市南上小阪8-4 24時間

東大阪市 関西スーパー　日下店 大阪府東大阪市日下町4-2-67 9:00～21:00

東大阪市 レオパレス21　ヴィラ 大阪府東大阪市日下町5-3-9 24時間

南河内郡河南町 ウエルシア　南河内河南店 大阪府南河内郡河南町東山679-1 9:00～24:00

柏原市 ヤマト運輸　堅下センター 大阪府柏原市円明町4959-1 24時間

柏原市 イズミヤ　玉手店 大阪府柏原市玉手町24-32 24時間

柏原市 レオパレス21　レオネクストリバーサイド柏原 大阪府柏原市古町2-5-6 24時間

八尾市 セカンドストリート　八尾旭ヶ丘店 大阪府八尾市旭ケ丘5-5-4 9:00～22:00

八尾市 レオパレス21　アベンタ楽音寺 大阪府八尾市楽音寺1-152-3 24時間

八尾市 ウエルシア　八尾志紀店 大阪府八尾市志紀町2-43-1 7:00～23:00

八尾市 ヤマト運輸　八尾若林センター 大阪府八尾市若林町2-69 24時間

八尾市 イズミヤ　八尾店 大阪府八尾市沼1-1 9:00～21:00

八尾市 ヤマト運輸　八尾神宮寺センター 大阪府八尾市神宮寺4-49 24時間

八尾市 ウエルシア　八尾青山店 大阪府八尾市青山町4-5-12 9:00～24:00

八尾市 ウエルシア　八尾東久宝寺店 大阪府八尾市東久宝寺3-11-14 9:00～24:00

八尾市 ウエルシア　八尾南木の本店 大阪府八尾市南木の本2-19-1 9:00～24:00

八尾市 近畿日本鉄道　近鉄八尾駅 大阪府八尾市北本町2-153-2 始発～終電

富田林市 ヤマト運輸　錦織センター 大阪府富田林市錦織東1-20-3 24時間

富田林市 コノミヤ　富田林店 大阪府富田林市昭和町1-7-1 24時間

富田林市 ヤマト運輸　河南センター 大阪府富田林市中野町西2-76-1 24時間

豊中市 ドラッグユタカ　豊中熊野店 大阪府豊中市熊野町3-4-3 24時間

豊中市 ヤマト運輸　豊中宮山町センター 大阪府豊中市蛍池西町2-8-36 24時間

豊中市 ヤマト運輸　豊中曽根センター 大阪府豊中市原田元町3-14-27 24時間

豊中市 ヤマト運輸　豊中二葉センター 大阪府豊中市三和町1-2-7 24時間

豊中市 ヤマト運輸　勝部センター 大阪府豊中市勝部3-5-31 24時間

豊中市 大阪モノレール　少路駅 大阪府豊中市少路1丁目 始発～終電

豊中市 イズミヤ　上新田店 大阪府豊中市上新田4-1-18 9:30～24:00

豊中市 ココカラファイン　曽根西店 大阪府豊中市曽根西町1-9-25 24時間

豊中市 阪急電鉄　曽根駅 大阪府豊中市曽根東町3丁目 24時間

豊中市 関西スーパー　豊中南店 大阪府豊中市大黒町1-20-1 9:00～20:50

豊中市 ヤマト運輸　豊中浜センター 大阪府豊中市浜2-19-1 24時間

豊中市 ヤマト運輸　豊中北条センター 大阪府豊中市北条町4-10-2 24時間

豊中市 阪急電鉄　豊中駅 大阪府豊中市本町1-1 24時間

豊能郡豊能町 能勢電鉄　光風台駅 大阪府豊能郡豊能町光風台3 始発～終電

枚方市 京阪電鉄　枚方市駅 大阪府枚方市岡東町19-14 始発～終電

枚方市 京阪電鉄　宮之阪駅 大阪府枚方市宮之阪1-755-2 始発～終電

枚方市 ウエルシア　枚方御殿山店 大阪府枚方市御殿山南町3 中宮第三団地53-101 9:00～23:00

枚方市 エディオン　枚方店 大阪府枚方市甲斐田新町8-1 24時間

枚方市 ドラッグアカカベ　甲斐田東町店 大阪府枚方市甲斐田東町9-1 24時間



枚方市 ドラッグアカカベ　桜丘店 大阪府枚方市桜丘町21-10 24時間

枚方市 ドラッグアカカベ　山之上店 大阪府枚方市山之上北町7-15 24時間

枚方市 ドラッグアカカベ　出口店 大阪府枚方市出口1-2-3 24時間

枚方市 ライフ　御殿山店 大阪府枚方市渚西2-27-20 9:00～24:00

枚方市 ドラッグアカカベ　禁野店 大阪府枚方市西禁野1-1-12 24時間

枚方市 ヤマト運輸　枚方香里ケ丘センター 大阪府枚方市村野西町2-20 24時間

枚方市 ヤマト運輸　枚方大峰センター 大阪府枚方市大峰東町14-3 24時間

枚方市 ドラッグアカカベ　長尾元町店 大阪府枚方市長尾元町1-21-45 24時間

枚方市 ヤマト運輸　枚方長尾谷センター 大阪府枚方市長尾谷町1-62-1 24時間

枚方市 JR西日本　津田駅 大阪府枚方市津田駅前1-27 始発～終電

枚方市 関西スーパー　牧野店 大阪府枚方市東牧野町27-25 9:00～22:00

枚方市 京阪電鉄　樟葉駅 大阪府枚方市楠葉花園町14-1 始発～終電

枚方市 京阪電鉄　牧野駅 大阪府枚方市牧野阪2-4-2 始発～終電

箕面市 レオパレス21　ピュアホワイト 大阪府箕面市粟生外院1-21-26 24時間

箕面市 ヤマト運輸　豊中千里中央センター 大阪府箕面市今宮2-4-16 24時間

箕面市 ココカラファイン　小野原店 大阪府箕面市小野原西6-12-17 24時間

箕面市 ウエルシア　箕面小野原西店 大阪府箕面市小野原西6-2-3 7:00～23:00

箕面市 ウエルシア　箕面小野原東店 大阪府箕面市小野原東6-1-30 9:00～23:00

箕面市 ヤマト運輸　箕面新稲センター 大阪府箕面市石丸1-7-11 24時間

箕面市 ヤマト運輸　箕面船場東センター 大阪府箕面市船場東2-8-21 24時間

箕面市 エディオン　箕面船場店 大阪府箕面市船場東3-2-26 9:30～22:00

門真市 Osaka Metro長堀鶴見緑地線　門真南駅 大阪府門真市三ツ島3丁目 始発～終電

門真市 ヤマト運輸　寝屋川木田センター 大阪府門真市四宮2-2-24 24時間

門真市 エディオン　門真店 大阪府門真市舟田町24-1 24時間

門真市 関西スーパー　京阪大和田店 大阪府門真市常称寺町16-56 9:00～22:00

門真市 ドラッグアカカベ　門真大池町店 大阪府門真市大池町13-23 24時間

門真市 ヤマト運輸　門真島頭センター 大阪府門真市島頭1-2-8 24時間

門真市 ドラッグアカカベ　門真江端店 大阪府門真市東江端町10-36 24時間

和泉市 泉北高速鉄道　和泉中央駅 大阪府和泉市いぶき野5-1-1 始発～終電

和泉市 ヤマト運輸　一条院センター 大阪府和泉市一条院町128-1 24時間

和泉市 ウエルシア　和泉浦田店 大阪府和泉市浦田町15 9:00～24:00

和泉市 ウエルシア　和泉唐国店 大阪府和泉市唐国町1-16-6 9:00～24:00

和泉市 ウエルシア　和泉納花店 大阪府和泉市平井町326-6 9:00～24:00

和泉市 ウエルシア　和泉和気店 大阪府和泉市和気町2-11-7 9:00～24:00

たつの市 ウエルシア　たつの神岡店 兵庫県たつの市神岡町東觜崎578-1 9:00～24:00

たつの市 ウエルシア　たつの日山店 兵庫県たつの市龍野町日山40-3 9:00～24:00

芦屋市 阪神電鉄　芦屋駅 兵庫県芦屋市公光町 24時間

芦屋市 芦屋浜高層高浜 兵庫県芦屋市高浜町5 24時間

芦屋市 芦屋浜高層若葉 兵庫県芦屋市若葉町4 24時間

芦屋市 ウエルシア　芦屋春日店 兵庫県芦屋市春日町22-5 8:00～23:00

芦屋市 JR西日本　芦屋駅 兵庫県芦屋市船戸町1-30 24時間

伊丹市 関西スーパー　稲野店 兵庫県伊丹市安堂寺町3-3-1 9:00～21:50



伊丹市 ヤマト運輸　EC伊丹荒牧センター 兵庫県伊丹市荻野6-49-1 24時間

伊丹市 関西スーパー　荒牧店 兵庫県伊丹市荒牧7-12-15 9:00～21:50

伊丹市 関西スーパー　鴻池店 兵庫県伊丹市鴻池5-6-3 24時間

伊丹市 関西スーパー　伊丹駅前店 兵庫県伊丹市中央1-1-1 24時間

伊丹市 関西スーパー　中央店専門店棟 兵庫県伊丹市中央4-5-20 24時間

伊丹市 関西スーパー　桜台店 兵庫県伊丹市中野北3-5-28 9:00～21:50

伊丹市 イオンモール伊丹 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 10:00～22:00

伊丹市 ヤマト運輸　池田伏尾センター 兵庫県伊丹市北伊丹5-28-3 24時間

伊丹市 ヤマト運輸　伊丹野間センター 兵庫県伊丹市野間3-2-5 24時間

伊丹市 ウエルシア　伊丹野間店 兵庫県伊丹市野間7-1-3 24時間

加古郡播磨町 BiVi土山 兵庫県加古郡播磨町北野添2-1-2 24時間

加古川市 ウエルシア　加古川粟津店 兵庫県加古川市加古川町粟津100-1 8:00～24:00

加古川市 マックスバリュ西日本　東加古川店 兵庫県加古川市平岡町高畑字菖蒲4-1 9:00～23:30

加古川市 JR西日本　東加古川駅 兵庫県加古川市平岡町新在家1498 始発～終電

加古川市 ヤマト運輸　加古川平岡別府センター 兵庫県加古川市平岡町中野字神中229-1 24時間

加古川市 マックスバリュ西日本　加古川西店 兵庫県加古川市米田町船頭200-1 9:00～22:00

加古川市 ジョーシン　加古川店 兵庫県加古川市別府町新野辺440-1 24時間

加古川市 ウエルシア　加古川水足店 兵庫県加古川市野口町水足333-33 9:00～21:00

加古川市 ヤマト運輸　加古川野口センター 兵庫県加古川市野口町良野961-1 24時間

加西市 ファミリーマート　西村書店加西店 兵庫県加西市北条町横尾285-1 24時間

加西市 ウエルシア　加西北条店 兵庫県加西市北条町古坂7-168 9:00～24:00

加東市 ウエルシア　加東上中店 兵庫県加東市上中3-13 24時間

高砂市 ヤマト運輸　高砂松陽センター 兵庫県高砂市伊保町中筋1318-1 24時間

高砂市 ヤマト運輸　高砂南センター 兵庫県高砂市荒井町小松原1-16-12 24時間

高砂市 マックスバリュ西日本　宝殿店 兵庫県高砂市米田町島38 8:00～24:00

高砂市 アスパ高砂 兵庫県高砂市緑丘2-1-40 24時間

三田市 神戸電鉄　ウッディタウン中央駅 兵庫県三田市ゆりのき台1 始発～終電

三田市 神戸電鉄　三田駅 兵庫県三田市駅前町1-30 24時間

三田市 ヤマト運輸　新三田センター 兵庫県三田市福島501-55 24時間

三木市 ウエルシア　三木青山店 兵庫県三木市志染町青山6-15-1 8:00～22:00

宍粟市 イオン　山崎店 兵庫県宍粟市山崎町中井城下10 9:00～22:00

洲本市 ウエルシア　洲本宇原店 兵庫県洲本市宇原2295 9:00～21:00

洲本市 ウエルシア　洲本下加茂店 兵庫県洲本市下加茂1-1-58 9:00～22:00

神戸市須磨区 JR西日本　須磨駅 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4-2-1 24時間

神戸市須磨区 ライフ　須磨鷹取店 兵庫県神戸市須磨区大池町3-1-32 9:00～24:00

神戸市須磨区 山陽電鉄　板宿駅 兵庫県神戸市須磨区平田町3-3-10 始発～終電

神戸市垂水区 ヤマト運輸　神戸塩屋センター 兵庫県神戸市垂水区下畑町鷲ヶ尾312-1 24時間

神戸市垂水区 ウエルシア　神戸星が丘店 兵庫県神戸市垂水区星が丘3-4-9 9:00～24:00

神戸市垂水区 フレスポ舞子坂 兵庫県神戸市垂水区舞子坂4-1-17 24時間

神戸市垂水区 ブルメール舞多聞 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東2-1-45 9:00～22:00

神戸市垂水区 ウエルシア　垂水名谷店 兵庫県神戸市垂水区名谷町2035-1 9:00～24:00

神戸市西区 ヤマト運輸　神戸潤和センター 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1013-1 24時間



神戸市西区 ヤマト運輸　神戸学園都市センター 兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑371-1 24時間

神戸市西区 ウエルシア　神戸伊川谷有瀬店 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1567-2 9:00～24:00

神戸市西区 ヤマト運輸　明石朝霧センター 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬991-1 24時間

神戸市西区 神戸市営地下鉄　西神南駅 兵庫県神戸市西区井吹台東町1丁目 始発～終電

神戸市西区 コープこうべ　コープミニ　月が丘店 兵庫県神戸市西区月が丘5-1-1 24時間

神戸市西区 ウエルシア　神戸枝吉店 兵庫県神戸市西区枝吉4-34-1 24時間

神戸市西区 ヤマト運輸　神戸有瀬センター 兵庫県神戸市西区大津和3-6-11 24時間

神戸市西区 ヤマト運輸　神戸高塚台センター 兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷1242-631 24時間

神戸市西区 ウエルシア　神戸伊川谷北別府店 兵庫県神戸市西区北別府5-1-3 7:00～24:00

神戸市西区 レオパレス21　杉 兵庫県神戸市西区竜が岡2-1-6 24時間

神戸市西区 神戸市営地下鉄　西神中央駅 兵庫県神戸市西区糀台5丁目 24時間

神戸市中央区 ライフ　春日野道店 兵庫県神戸市中央区北本町通1-1-23 9:00～24:00

神戸市長田区 レオパレス21　SERAI 兵庫県神戸市長田区五番町3-5-1 24時間

神戸市長田区 ライフ　長田店 兵庫県神戸市長田区北町1-4 9:00～25:00

神戸市東灘区 阪神電鉄　魚崎駅 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4-7-1 始発～終電

神戸市東灘区 ウエルシア　神戸魚崎北町店 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町5-1-4 9:00～24:00

神戸市東灘区 ヤマト運輸　神戸御影郷センター 兵庫県神戸市東灘区御影塚町1-3-28 24時間

神戸市東灘区 阪神電鉄　石屋川駅 兵庫県神戸市東灘区御影塚町2丁目 24時間

神戸市東灘区 イズミヤ　御影店 兵庫県神戸市東灘区御影本町2-6-10 24時間

神戸市灘区 JR西日本　六甲道駅 兵庫県神戸市灘区永手町4-1-1 24時間

神戸市灘区 ヤマト運輸　神戸水道筋センター 兵庫県神戸市灘区新在家南町3-2-58 24時間

神戸市灘区 阪神電鉄　大石駅 兵庫県神戸市灘区船寺通1-4-2 24時間

神戸市灘区 ウエルシア　神戸中郷店 兵庫県神戸市灘区中郷町3-3-5 10:00～24:00

神戸市灘区 阪神電鉄　西灘駅 兵庫県神戸市灘区都通5-4 24時間

神戸市灘区 関西スーパー　琵琶店 兵庫県神戸市灘区琵琶町3-5-19 24時間

神戸市灘区 レオパレス21　新在家 兵庫県神戸市灘区浜田町4-2-7 24時間

神戸市兵庫区 ヤマト運輸　神戸水木通センター 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7-1-26 24時間

神戸市兵庫区 関西スーパー　大開店 兵庫県神戸市兵庫区水木通7-1-10 24時間

神戸市兵庫区 ヤマト運輸　神戸磯之本町センター 兵庫県神戸市兵庫区南逆瀬川町1-22 24時間

神戸市北区 神戸電鉄　花山駅 兵庫県神戸市北区花山台1 始発～終電

神戸市北区 神戸電鉄　北鈴蘭台駅 兵庫県神戸市北区甲栄台4-1-13 24時間

神戸市北区 ウエルシア　神戸大池店 兵庫県神戸市北区山田町上谷上古々山31-1 8:00～22:00

神戸市北区 ウエルシア　神戸西山店 兵庫県神戸市北区西山1-16-1 9:00～24:00

神戸市北区 神戸市営地下鉄　谷上駅 兵庫県神戸市北区谷上東町1-1 始発～終電

神戸市北区 ウエルシア　神戸鳴子店 兵庫県神戸市北区鳴子1-14-10 7:00～24:00

神戸市北区 神戸電鉄　鈴蘭台駅 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-7-17 始発～終電

神戸市北区 ウエルシア　神戸鈴蘭台北町店 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町9-1-1 9:00～24:00

神崎郡福崎町 ウエルシア　福崎駅前店 兵庫県神崎郡福崎町福田299-6 9:00～24:00

西宮市 ウエルシア　西宮愛宕山店 兵庫県西宮市愛宕山10-45 8:00～23:00

西宮市 エディオン　西宮店 兵庫県西宮市芦原町9-23 24時間

西宮市 ココカラファイン　瓦木店 兵庫県西宮市熊野町13-8 24時間

西宮市 阪神甲子園北駐輪場 兵庫県西宮市甲子園浦風町34 24時間



西宮市 コーナン　西宮今津店 兵庫県西宮市今津港町1-26 9:00～21:00

西宮市 阪急電鉄　今津駅 兵庫県西宮市今津曙町1-1 24時間

西宮市 ヤマト運輸　西宮流通センター 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター3-24 24時間

西宮市 阪神西宮西駐輪場 兵庫県西宮市産所町88 24時間

西宮市 関西スーパー　広田店 兵庫県西宮市室川町6-10 9:00～21:50

西宮市 関西スーパー　鳴尾店 兵庫県西宮市上田西町2-36 24時間

西宮市 関西スーパー　大社店 兵庫県西宮市大社町13-30 24時間

西宮市 ヤマト運輸　西宮大森センター 兵庫県西宮市大森町12-67 24時間

西宮市 ウエルシア　西宮今津店 兵庫県西宮市津門綾羽町1-30 8:00～23:00

西宮市 ヤマト運輸　西宮津門川センター 兵庫県西宮市津門川町6-25 24時間

西宮市 関西スーパー　苦楽園店 兵庫県西宮市樋之池町22-28 7:00～22:00

西宮市 関西スーパー　浜松原店 兵庫県西宮市浜松原町2-50 9:00～22:00

西宮市 ウエルシア　西宮北名次店 兵庫県西宮市北名次町5-41 9:00～24:00

西宮市 阪神電鉄　鳴尾･武庫川女子大前駅 兵庫県西宮市里中町3-13-18 始発～終電

西宮市 ヤマト運輸　西宮鷲林寺センター 兵庫県西宮市鷲林寺2-5-2 24時間

西脇市 ウエルシア　西脇上野店 兵庫県西脇市下戸田592-1 9:00～24:00

川西市 阪急電鉄　川西能勢口駅 兵庫県川西市栄町20-1 24時間

川西市 ウエルシア　川西加茂店 兵庫県川西市加茂3-1-5 24時間

川西市 関西スーパー　川西店 兵庫県川西市火打1-23-12 9:00～22:00

川西市 関西スーパー　久代店 兵庫県川西市久代4-2-11 9:00～22:00

川西市 能勢電鉄　山下駅 兵庫県川西市見野1-19-1 始発～終電

川西市 ヤマト運輸　川西多田センター 兵庫県川西市西多田2-20-4 24時間

川西市 イズミヤ　多田店 兵庫県川西市多田桜木1-8-3 9:30～21:00

川西市 能勢電鉄　畦野駅 兵庫県川西市東畦野2-2-12 始発～終電

川辺郡猪名川町 ヤマト運輸　川西パークタウンセンター 兵庫県川辺郡猪名川町広根字中突田15-1 24時間

川辺郡猪名川町 能勢電鉄　日生中央駅 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台1-2-2 始発～終電

相生市 ウエルシア　相生赤坂店 兵庫県相生市赤坂1-3-5 24時間

丹波市 ヤマト運輸　市島センター 兵庫県丹波市春日町七日市593 24時間

丹波市 ヤマト運輸　氷上町センター 兵庫県丹波市氷上町横田338 24時間

丹波篠山市 ヤマト運輸　篠山河原町センター 兵庫県丹波篠山市郡家110 24時間

淡路市 ヤマト運輸　津名東浦センター 兵庫県淡路市久留麻2016-1 24時間

朝来市 ウエルシア　朝来医療センター前店 兵庫県朝来市和田山町枚田765-2 9:00～24:00

南あわじ市 ヤマト運輸　淡路三原緑センター 兵庫県南あわじ市榎列西川140-1 24時間

南あわじ市 ウエルシア　南あわじ広田店 兵庫県南あわじ市広田広田525-1 9:00～24:00

南あわじ市 ウエルシア　南あわじ上八木店 兵庫県南あわじ市八木養宜上548-1 9:00～24:00

尼崎市 ウエルシア　尼崎大庄店 兵庫県尼崎市菜切山町10 8:00～23:00

尼崎市 イオン　尼崎店 兵庫県尼崎市次屋3-13-18 9:00～23:00

尼崎市 ウエルシア　尼崎新園田店 兵庫県尼崎市食満7-5-17 7:00～23:00

尼崎市 ヤマト運輸　尼崎水堂センター 兵庫県尼崎市水堂町4-6-21 24時間

尼崎市 ヤマト運輸　尼崎西川センター 兵庫県尼崎市西川1-1-23 24時間

尼崎市 ヤマト運輸　尼崎西長洲センター 兵庫県尼崎市西長洲町1-3-33 24時間

尼崎市 阪神電鉄　武庫川駅 兵庫県尼崎市大庄西町1-1-1 始発～終電



尼崎市 阪神電鉄　大物駅 兵庫県尼崎市大物町2-1-1 始発～終電

尼崎市 阪神電鉄　出屋敷駅 兵庫県尼崎市竹谷町2-35 始発～終電

尼崎市 ヤマト運輸　尼崎武庫川センター 兵庫県尼崎市中浜町26-4 24時間

尼崎市 あまがさきキューズモール 兵庫県尼崎市潮江1-3-1 24時間

尼崎市 ウエルシア　尼崎潮江店 兵庫県尼崎市潮江1-36-15 9:00～24:00

尼崎市 キリン堂　尼崎東店 兵庫県尼崎市東園田町1-342 9:00～21:45

尼崎市 ウエルシア　尼崎東園田店 兵庫県尼崎市東園田町6-94-3 7:00～24:00

尼崎市 ヤマト運輸　阪神尼崎センター 兵庫県尼崎市道意町5-41-1 24時間

尼崎市 ヤマト運輸　尼崎塚口本町センター 兵庫県尼崎市南塚口町8-58-12 6:00～21:00

尼崎市 ウエルシア　尼崎南武庫之荘店 兵庫県尼崎市南武庫之荘7-11-5 24時間

尼崎市 ウエルシア　尼崎武庫元町店 兵庫県尼崎市武庫元町1-24-6 8:00～24:00

姫路市 マックスバリュ西日本　城の西店 兵庫県姫路市岩端町106 8:00～22:00

姫路市 ウエルシア　姫路亀山店 兵庫県姫路市亀山221-1 8:00～23:00

姫路市 ヤマト運輸　姫路市川台センター 兵庫県姫路市市川台3-12-3 24時間

姫路市 マックスバリュ西日本　書写店 兵庫県姫路市書写879-221 8:00～23:00

姫路市 ウエルシア　姫路熊見店 兵庫県姫路市勝原区熊見字西ノホ田88-1 8:00～23:00

姫路市 ゴダイ　上野田店 兵庫県姫路市飾磨区上野田6-6 9:00～23:00

姫路市 ヤマト運輸　姫路飾磨西センター 兵庫県姫路市飾磨区城南町3-81-1 24時間

姫路市 なっとく洗たく工房 兵庫県姫路市大津区平松355-1 24時間

姫路市 ヤマト運輸　姫路南条センター 兵庫県姫路市南条570 24時間

姫路市 ヤマト運輸　新在家キャンパスセンター 兵庫県姫路市北今宿2-4-8 24時間

姫路市 ウエルシア　姫路網干店 兵庫県姫路市網干区新在家1361-1 9:00～24:00

姫路市 ヤマト運輸　姫路網干センター 兵庫県姫路市網干区大江島85-1 24時間

姫路市 JR西日本　網干駅 兵庫県姫路市網干区和久508 始発～終電

宝塚市 ココカラファイン　宝塚旭町店 兵庫県宝塚市旭町2-7-18 24時間

宝塚市 ヤマト運輸　宝塚安倉センター 兵庫県宝塚市安倉南4-41-12 24時間

宝塚市 ヤマト運輸　宝塚雲雀ヶ丘センター 兵庫県宝塚市口谷東3-94-1 24時間

宝塚市 ウエルシア　宝塚山手台店 兵庫県宝塚市山手台西3-2-25 9:00～24:00

宝塚市 ココカラファイン　宝塚山本店 兵庫県宝塚市山本丸橋2-15-5 24時間

宝塚市 ウエルシア　宝塚山本店 兵庫県宝塚市山本中2-1-29 9:00～23:00

宝塚市 イズミヤ　小林店 兵庫県宝塚市小林5-5-47 24時間

宝塚市 阪急電鉄　仁川駅 兵庫県宝塚市仁川北3-3 24時間

宝塚市 ウエルシア　宝塚中筋店 兵庫県宝塚市中筋8-11-63 8:00～24:00

宝塚市 阪急電鉄　山本駅 兵庫県宝塚市平井1-1-1 始発～終電

明石市 ヤマト運輸　明石魚住センター 兵庫県明石市魚住町中尾543 24時間

明石市 ヤマト運輸　明石江井島センター 兵庫県明石市大久保町江井島919-2 24時間

明石市 ウエルシア　明石大久保店 兵庫県明石市大久保町福田2-7-7 24時間

明石市 piole 明石 兵庫県明石市大明石町1-1-23 24時間

明石市 ヤマト運輸　明石南町センター 兵庫県明石市藤江1821-1 24時間

明石市 ウエルシア　明石西二見駅前店 兵庫県明石市二見町西二見駅前3-1 24時間

揖保郡太子町 ウエルシア　揖保太子南店 兵庫県揖保郡太子町蓮常寺豆田281 9:00～22:00

養父市 ウエルシア　養父上箇店 兵庫県養父市上箇66 9:00～24:00



橿原市 ココカラファイン　橿原神宮東店 奈良県橿原市栄和町4-1 24時間

橿原市 ウエルシア　橿原今井店 奈良県橿原市今井町3-10-21 9:00～24:00

橿原市 ヤマト運輸　橿原うねびセンター 奈良県橿原市四分町99-1 24時間

橿原市 コーナン　橿原香久山店 奈良県橿原市膳夫町532-1 8:00～20:00

橿原市 ウエルシア　橿原中曽司店 奈良県橿原市中曽司町76-4 9:00～24:00

橿原市 近畿日本鉄道　大和八木駅 奈良県橿原市内膳町5-1-2 始発～終電

葛城市 ヤマト運輸　二上山センター 奈良県葛城市加守堂ヶ谷1365-4 24時間

香芝市 ウエルシア　香芝磯壁店 奈良県香芝市磯壁3-61 24時間

香芝市 近畿日本鉄道　五位堂駅 奈良県香芝市瓦口268 始発～終電

香芝市 ココカラファイン　香芝二上店 奈良県香芝市穴虫150-1 24時間

生駒郡平群町 ココカラファイン　平群北店 奈良県生駒郡平群町三里382-1 24時間

生駒市 ジップドラッグ東洋　生駒南店 奈良県生駒市壱分町81-3 24時間

生駒市 奈良先端科学技術大学院大学 奈良県生駒市高山町8916-5 24時間

生駒市 近畿日本鉄道　学研北生駒駅 奈良県生駒市上町3535-6 始発～終電

生駒市 近畿日本鉄道　東生駒駅 奈良県生駒市東生駒1-1-6 始発～終電

大和郡山市 イオンモール大和郡山 奈良県大和郡山市下三橋町741 10:00～22:00

大和郡山市 ウエルシア　大和郡山小泉店 奈良県大和郡山市小泉町2849-1 9:00～24:00

大和郡山市 エディオン　大和小泉店 奈良県大和郡山市小泉町東3-10-2 24時間

大和高田市 ウエルシア　大和高田大中東店 奈良県大和高田市大中東町1-33 9:00～24:00

天理市 ココカラファイン　天理店 奈良県天理市守目堂町105-1 24時間

奈良市 ハーベス　あやめ池店 奈良県奈良市あやめ池北1-37-10 24時間

奈良市 イズミヤ　学園前店 奈良県奈良市学園中4-539-1 9:30～20:00

奈良市 UR奈良・学園前 奈良県奈良市学園朝日町1 24時間

奈良市 関西スーパー　奈良三条店 奈良県奈良市三条大宮町1-5 9:00～22:00

奈良市 ヤマト運輸　秋篠寺センター 奈良県奈良市秋篠町平田93-1 24時間

奈良市 ウエルシア　奈良西木辻店 奈良県奈良市西木辻町130-4 9:00～24:00

奈良市 ウエルシア　奈良駅前店 奈良県奈良市大宮町1-3-8 24時間

奈良市 近畿日本鉄道　学研奈良登美ヶ丘駅 奈良県奈良市中登美ケ丘6-1-1 始発～終電

北葛城郡上牧町 キリン堂　上牧店 奈良県北葛城郡上牧町上牧3390-1 9:00～21:45

海南市 ツルハドラッグ　和歌山船尾店 和歌山県海南市船尾261-1 9:00～22:00

岩出市 JA紀の里　OINACITY 和歌山県岩出市荊本20 24時間

岩出市 ヤマト運輸　紀州岩出センター 和歌山県岩出市野上野字沼ノ上253-1 24時間

紀の川市 ココカラファイン　貴志川店 和歌山県紀の川市貴志川町神戸191-1 24時間

紀の川市 ココカラファイン　粉河店 和歌山県紀の川市東野209-1 9:00～21:00

橋本市 ヤマト運輸　紀州橋本センター 和歌山県橋本市隅田町下兵庫字中田539-1 24時間

橋本市 ジップドラッグ東洋　隅田店 和歌山県橋本市隅田町垂井字露無5-1 24時間

田辺市 ヤマト運輸　紀州田辺稲成センター 和歌山県田辺市秋津町字綾代764-2 24時間

有田郡有田川町 ヤマト運輸　紀州吉備センター 和歌山県有田郡有田川町明王寺字僧正43-1 24時間

和歌山市 浅井建設　ふじと台販売センター 和歌山県和歌山市栄谷974-275 24時間

和歌山市 ヤマト運輸　和歌山北島センター 和歌山県和歌山市梶取字吉原225-1 24時間

和歌山市 ツルハドラッグ　紀三井寺店 和歌山県和歌山市紀三井寺653 9:00～22:00

和歌山市 ココカラファイン　大浦街道店 和歌山県和歌山市砂山南4-2-6 24時間



和歌山市 イズミヤ　和歌山店 和歌山県和歌山市新生町7-20 10:00～20:30

和歌山市 ココカラファイン　神前店 和歌山県和歌山市神前510-1 24時間

和歌山市 ヤマト運輸　和歌山西ノ庄センター 和歌山県和歌山市西庄字早房383-3 24時間

和歌山市 イズミヤ　紀伊川辺店 和歌山県和歌山市川辺220 10:00～20:00

和歌山市 ヤマト運輸　和歌山ベース店 和歌山県和歌山市直川185-1 24時間

和歌山市 ツルハドラッグ　和歌山直川店 和歌山県和歌山市直川542-1 9:00～22:00

和歌山市 ヤマト運輸　和歌山紀三井寺センター 和歌山県和歌山市冬野字大日1439-1 24時間

和歌山市 ジップドラッグ　内原店 和歌山県和歌山市内原763-10 24時間

八頭郡八頭町 天満屋ストア　ハピーズ郡家店 鳥取県八頭郡八頭町奥谷214-1 9:00～22:00

米子市 ヤマト運輸　米子皆生センター 鳥取県米子市米原8-15-16 24時間

出雲市 ウエルシア　出雲高岡店 島根県出雲市高岡町1279-1 9:30～19:00

出雲市 ヤマト運輸　出雲渡橋センター 島根県出雲市渡橋町1053-1 24時間

松江市 ヤマト運輸　松江西川津センター 島根県松江市西川津町4181 24時間

松江市 ヤマト運輸　松江津田センター 島根県松江市西津田1-4-24 24時間

浜田市 ウエルシア　浜田田町店 島根県浜田市田町116-6 9:00～24:00

邑智郡川本町 ウエルシア　邑智川本店 島根県邑智郡川本町因原564-1 9:00～20:00

井原市 天満屋ストア　ハピーズ井原店 岡山県井原市西江原町1134 9:00～21:00

岡山市中区 天満屋ストア　ハピーズ円山店 岡山県岡山市中区円山115-1 9:00～22:00

岡山市中区 天満屋ストア　ハピータウン原尾島店 岡山県岡山市中区原尾島1-6-20 9:00～21:00

岡山市中区 天満屋ストア　ハピーズ国府市場店 岡山県岡山市中区国府市場43 9:00～22:00

岡山市中区 ヤマト運輸　倉益センター 岡山県岡山市中区倉益253-11 24時間

岡山市中区 パークス　東山店 岡山県岡山市中区東山2-2-25 9:00～22:00

岡山市中区 リョービプラッツ　雄町店 岡山県岡山市中区雄町266-1 9:00～22:00

岡山市東区 天満屋ストア　ハピータウン西大寺店 岡山県岡山市東区西大寺南1-2-5 9:00～20:00

岡山市東区 マックスバリュ西日本　ザ・ビッグ平島店 岡山県岡山市東区東平島1001-1 8:00～21:00

岡山市南区 リョービプラッツ　灘崎店 岡山県岡山市南区西紅陽台3-12-1 9:00～23:00

岡山市南区 リョービプラッツ　泉田店 岡山県岡山市南区泉田381-1 9:00～22:00

岡山市南区 天満屋ストア　ハピーズ泉田店 岡山県岡山市南区泉田4-1-62 9:00～22:00

岡山市南区 リョービプラッツ　藤田店 岡山県岡山市南区藤田560-209 9:00～22:00

岡山市北区 イコットニコット 岡山県岡山市北区駅前町1-8-18 10:00～22:00

岡山市北区 天満屋ストア　ハピーズ岡輝店 岡山県岡山市北区奥田本町3-1 9:00～22:00

岡山市北区 天満屋ストア　ハピーズ下中野店 岡山県岡山市北区下中野703-101 9:00～22:00

岡山市北区 天満屋ストア　ハピーズ吉備津店 岡山県岡山市北区吉備津1403-1 9:00～20:00

岡山市北区 天満屋ストア　ハピーズ昭和町店 岡山県岡山市北区昭和町4-38 9:00～22:00

岡山市北区 天満屋ストア　ハピーズ京山店 岡山県岡山市北区谷万成1-11-46 9:00～21:00

岡山市北区 天満屋ストア　ハピータウン岡北店 岡山県岡山市北区中井町2-2-7 9:00～22:00

岡山市北区 ハローズ　津高店 岡山県岡山市北区津高640-1 24時間

岡山市北区 天満屋ストア　ハピーズ津島店 岡山県岡山市北区津島桑の木町5-1 9:00～22:00

岡山市北区 ヤマト運輸　大学前サテライト 岡山県岡山市北区津島新野2-1-35 24時間

岡山市北区 BRANCH岡山北長瀬 岡山県岡山市北区北長瀬表町2-17-80 9:00～22:00

岡山市北区 天満屋ストア　ハピーズ大安寺店 岡山県岡山市北区野殿西町329-1 9:00～22:00

笠岡市 天満屋ストア　ハピーズ笠岡美の浜店 岡山県笠岡市緑町5-5 9:00～21:00



真庭市 天満屋ストア　ハピーズ落合店 岡山県真庭市下方1252-5 9:00～21:00

浅口市 天満屋ストア　ハピータウン鴨方店 岡山県浅口市鴨方町六条院中2128-1 9:00～20:00

倉敷市 天満屋ストア　ハピーズ倉敷笹沖店 岡山県倉敷市吉岡195 9:00～21:00

倉敷市 天満屋ストア　ハピーズ玉島店 岡山県倉敷市玉島1651-1 9:00～21:00

倉敷市 リョービプラッツ　玉島店 岡山県倉敷市玉島中央町3-2-1 9:00～22:00

倉敷市 ハローズ　中庄店 岡山県倉敷市松島971-1 24時間

倉敷市 天満屋ストア　ハピーズ真備店 岡山県倉敷市真備町箭田880-1 9:00～21:00

倉敷市 天満屋ストア　ハピーズ倉敷中島店 岡山県倉敷市中島2236-103 9:00～22:00

倉敷市 マックスバリュ西日本　ザ・ビッグ連島店 岡山県倉敷市連島町鶴新田1140-1 8:00～21:00

倉敷市 天満屋ストア　ハピーズ老松店 岡山県倉敷市老松町4-2-20 9:00～22:00

総社市 天満屋ストア　ハピーズ総社溝口店 岡山県総社市溝口81-1 9:00～22:00

総社市 天満屋ストア　ハピータウンリブ総社店 岡山県総社市門田187 10:00～20:00

津山市 天満屋ストア　ハピーズ高野店 岡山県津山市高野本郷1401-1 9:00～22:00

津山市 天満屋ストア　ハピーズ東一宮店 岡山県津山市東一宮1-11 9:00～22:00

苫田郡鏡野町 天満屋ストア　ハピーズ鏡野店 岡山県苫田郡鏡野町寺元168 9:00～20:00

和気郡和気町 天満屋ストア　ハピーズ和気店 岡山県和気郡和気町衣笠676 9:00～20:00

安芸郡海田町 フジ　フジ海田店 広島県安芸郡海田町南本町1-3 9:00～22:00

安芸郡坂町 フジ　パルティ・フジ坂 広島県安芸郡坂町平成ケ浜3-2-11 24時間

安芸郡坂町 フジ　フジグラン安芸 広島県安芸郡坂町北新地2-3-30 24時間

呉市 マックスバリュ西日本　広東店 広島県呉市広白石2-12-35 8:00～23:00

広島市安佐南区 マックスバリュ西日本　祇園店 広島県広島市安佐南区祇園4-53-1 9:00～22:00

広島市安佐南区 フレスタ　中筋店 広島県広島市安佐南区中筋4-12-20 9:00～23:00

広島市安佐南区 エディオン　八木店 広島県広島市安佐南区八木2-16-10 24時間

広島市安佐南区 フジ　フジグラン緑井 広島県広島市安佐南区緑井1-5-2 9:00～22:00

広島市安佐北区 フジ　フジグラン高陽 広島県広島市安佐北区亀崎1-1-6 24時間

広島市安佐北区 フジ　フジ三入店 広島県広島市安佐北区三入2-17-38 9:00～21:00

広島市佐伯区 イズミ　ゆめタウン五日市 広島県広島市佐伯区五日市5-5-17 9:30～22:00

広島市佐伯区 マックスバリュ西日本　エクスプレス藤垂園店 広島県広島市佐伯区藤垂園1-22 9:00～23:00

広島市佐伯区 生活協同組合ひろしま　コープ五日市北 広島県広島市佐伯区八幡東2-29-38 24時間

広島市西区 フジ　フジ井口店 広島県広島市西区井口台2-23-24 9:00～22:00

広島市西区 フジ　フジ三篠店 広島県広島市西区三篠町1-15-1 24時間

広島市西区 ウォンツ　三篠店 広島県広島市西区三篠北町1-10 9:00～24:00

広島市中区 エディオン　広島本店 広島県広島市中区紙屋町2-1-18 24時間

広島市中区 マックスバリュ西日本　エクスプレス舟入南店 広島県広島市中区舟入南3-7-5 9:00～22:00

広島市中区 フジ　フジ小網店 広島県広島市中区小網町7-4 9:00～23:00

広島市中区 フジ　フジ白島店 広島県広島市中区白島中町14-29 9:00～23:00

広島市中区 フジ　フジグラン広島 広島県広島市中区宝町2-1 9:00～22:00

広島市東区 イズミ　ゆめマート二葉の里 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 9:00～24:00

広島市南区 イズミ　ゆめタウンみゆき 広島県広島市南区宇品西6-7-14 9:00～22:00

広島市南区 イズミ　ゆめタウン広島 広島県広島市南区皆実町2-8-17 9:00～23:00

広島市南区 ピュアークック　東雲店 広島県広島市南区東雲3-5-30 9:00～23:00

三原市 フジ　フジグラン三原 広島県三原市円一町1-1-7 9:00～22:00



三原市 マックスバリュ西日本　本郷店 広島県三原市下北方1-14-1 8:00～22:00

三次市 CCプラザ　三次ショッピングセンター 広島県三次市十日市中1-1-10 24時間

世羅郡世羅町 マックスバリュ西日本　世羅店 広島県世羅郡世羅町寺町1547-1 9:00～22:00

竹原市 フジ　フジ竹原店 広島県竹原市下野町3308 9:00～22:00

東広島市 近畿大学工学部　広島キャンパス 広島県東広島市高屋うめの辺1 8:00～20:00

東広島市 マックスバリュ西日本　高屋店 広島県東広島市高屋町杵原1776 8:00～23:00

東広島市 ヤマト運輸　広島西条中央センター 広島県東広島市西条町吉行560-1 24時間

東広島市 フジ　フジグラン東広島 広島県東広島市西条町御薗宇4405 9:00～22:00

東広島市 マックスバリュ西日本　西条西店 広島県東広島市西条町寺家3791-1 8:00～23:30

廿日市市 フジ　フジグランナタリー 広島県廿日市市阿品3-1-1 9:00～22:00

廿日市市 フジ　フジ廿日市店 広島県廿日市市城内2-14-10 24時間

尾道市 フジ　フジグラン尾道 広島県尾道市東尾道19-7 9:00～21:00

尾道市 ヤマト運輸　尾道美ノ郷センター 広島県尾道市美ノ郷町三成字川尻78-9 24時間

府中市 天満屋ストア　ハピータウン府中店 広島県府中市府川町186-1 9:00～20:00

福山市 フジ　フジグラン神辺 広島県福山市神辺町新道上2-10-26 9:00～22:00

福山市 ヤマト運輸　福山川口センター 広島県福山市東川口町1-4-1 24時間

福山市 ヤマト運輸　福山東深津センター 広島県福山市南蔵王町6-33-33 24時間

福山市 天満屋ストア　ハピータウンポートプラザ店 広島県福山市入船町3-1-25 9:00～21:00

宇部市 コープ　ここと宇部店 山口県宇部市恩田町2-2-15 9:00～21:00

宇部市 ファミリーマート　宇部若松町店 山口県宇部市若松町5-20 24時間

宇部市 フジ　フジ西宇部店 山口県宇部市西宇部南4-10-10 9:00～21:00

宇部市 フジ　フジグラン宇部 山口県宇部市明神町3-1-1 9:00～23:00

下関市 ヤマト運輸　下関垢田センター 山口県下関市垢田町5-11-6 24時間

下関市 シーモール下関 山口県下関市竹崎町4-4-8 8:00～23:00

下松市 ヤマト運輸　末武センター 山口県下松市瑞穂町4-1-13 24時間

岩国市 マックスバリュ西日本　ザ・ビッグ周東店 山口県岩国市周東町下久原436 8:00～21:00

岩国市 フジ　フジ南岩国店 山口県岩国市南岩国町3-22-63 9:00～21:00

岩国市 フジ　フジグラン岩国 山口県岩国市麻里布町2-9-8 9:00～21:00

山口市 丸久　アルク葵店 山口県山口市葵1-4-70 9:00～24:00

山口市 山口大学　ショップ胡桃の樹 山口県山口市吉田1677-1 24時間

山口市 フジ　フジグラン山口 山口県山口市黒川3736 9:00～21:30

山口市 丸久　アルク小郡店 山口県山口市小郡下郷2273-1 9:00～24:00

山口市 フジ　フジ小郡店 山口県山口市小郡下郷812-2 9:00～22:00

山口市 イオンタウン小郡 山口県山口市小郡前田町2-24 24時間

山口市 コスモス薬品　松美町店 山口県山口市松美町2-80 10:00～21:00

山口市 丸久　アルク大内店 山口県山口市大内矢田南1-4-7 9:00～24:00

山口市 丸久　アルク山口店 山口県山口市中央4-7-20 9:00～24:00

山口市 丸久　アルク平川店 山口県山口市平井724-1 24時間

山陽小野田市 丸久　アルク小野田店 山口県山陽小野田市西高泊640-1 9:00～23:00

周南市 イオンタウン周南久米 山口県周南市久米中央5-8-1 24時間

周南市 イオンタウン周南 山口県周南市古市1-4-1 24時間

周南市 フジ　フジ桜馬場店 山口県周南市桜馬場通り3-16 9:00～22:00



周南市 フジ　フジ新南陽店 山口県周南市政所2-2-1 9:00～21:00

周南市 ヤマト運輸　周南福川センター 山口県周南市富田2-19-1 24時間

長門市 フジ　フジ長門店 山口県長門市仙崎字網田322-2 9:00～21:00

防府市 イオンタウン防府 山口県防府市鐘紡町7-1 7:00～23:00

柳井市 フジ　フジ柳井店 山口県柳井市柳井4687-1 9:00～21:00

阿南市 マックスバリュ西日本　ザ・ビッグエクストラ阿南店 徳島県阿南市領家町天神前432-1 8:00～21:00

阿南市 フジ　フジグラン阿南 徳島県阿南市領家町土倉10 9:00～21:00

徳島市 フジ　フジ中吉野店 徳島県徳島市下助任町1-10-4 9:00～22:00

徳島市 ヤマト運輸　徳島蔵本センター 徳島県徳島市国府町北岩延北門3-1 24時間

徳島市 ヤマト運輸　徳島城東センター 徳島県徳島市城東町1-194 24時間

徳島市 徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町2-50-1 24時間

板野郡北島町 フジ　フジグラン北島 徳島県板野郡北島町鯛浜西ノ須174 9:00～22:00

名西郡石井町 フジ　フジグラン石井 徳島県名西郡石井町高川原字天神544-1 9:00～22:00

さぬき市 マックスバリュ西日本　ザ・ビッグ寒川店 香川県さぬき市寒川町石田東甲1375 8:00～21:00

さぬき市 フジ　フジ志度店 香川県さぬき市志度2431-1 9:00～22:00

綾歌郡宇多津町 マックスバリュ西日本　マルナカスーパーセンター宇多津店 香川県綾歌郡宇多津町新開2419-1 9:00～22:00

観音寺市 ヤマト運輸　香川観音寺センター 香川県観音寺市村黒町小岡字西屋敷790 24時間

丸亀市 フジ　フジグラン丸亀 香川県丸亀市川西町南1280-1 9:00～22:00

丸亀市 ヤマト運輸　丸亀今津センター 香川県丸亀市天満町1-852-1 24時間

高松市 マックスバリュ西日本　マルナカパワーシティ屋島店 香川県高松市屋島西町1912-1 9:00～22:00

高松市 ヤマト運輸　高松屋島センター 香川県高松市屋島西町字亥浜2486-3 24時間

高松市 フジ　フジグラン十川 香川県高松市十川東町55-1 9:00～22:00

高松市 ヤマト運輸　高松上福岡センター 香川県高松市上福岡町字深田833-1 24時間

高松市 ことでん　瓦町駅 香川県高松市常磐町1-3-1 始発～終電

高松市 マックスバリュ西日本　マルナカパワーシティレインボー店 香川県高松市多肥下町1552-17 9:00～22:00

高松市 フジ　フジ楠上店 香川県高松市楠上町2-3-15 9:00～22:00

高松市 ヤマト運輸　高松福岡センター 香川県高松市福岡町3-6-1 24時間

高松市 マックスバリュ西日本　マルナカ木太店 香川県高松市木太町2区1682-1 9:00～23:00

高松市 マックスバリュ西日本　マルナカ林店 香川県高松市林町2000-5 7:00～24:00

高松市 新鮮市場きむら　林店 香川県高松市林町宗高1183-1 9:00～21:00

善通寺市 ヤマト運輸　善通寺センター 香川県善通寺市金蔵寺町本村1135-2 24時間

伊予郡松前町 フジ　フジ松前店 愛媛県伊予郡松前町筒井448-1 9:00～21:00

伊予郡松前町 フジ　エミフルMASAKI 愛媛県伊予郡松前町筒井850 24時間

伊予郡砥部町 フジ　フジ砥部原町店 愛媛県伊予郡砥部町原町324-1 9:00～21:00

伊予郡砥部町 フジ　フジ砥部店 愛媛県伊予郡砥部町重光239 9:00～22:00

伊予市 フジ　フジ伊予店 愛媛県伊予市米湊字安広728-3 9:00～22:00

宇和島市 フジ　フジグラン北宇和島 愛媛県宇和島市伊吹町甲912-2 9:00～22:00

宇和島市 フジ　フジ吉田店 愛媛県宇和島市吉田町東小路甲175-3 24時間

宇和島市 フジ　フジ宇和島店 愛媛県宇和島市恵美須町2-3-28 9:00～22:00

喜多郡内子町 フジ　フジ内子店 愛媛県喜多郡内子町内子1455 9:00～22:00

今治市 フジ　フジ今治店 愛媛県今治市小泉4-5-1 24時間

今治市 ヤマト運輸　今治中央センター 愛媛県今治市常盤町4-8-5 24時間



今治市 フジ　フジグラン今治 愛媛県今治市東門町5-13-1 24時間

今治市 フジ　フジ波止浜店 愛媛県今治市内堀2-1-14 9:00～22:00

四国中央市 フジ　フジグラン川之江 愛媛県四国中央市妻鳥町1136-1 9:00～22:00

四国中央市 フジ　フジ三島店 愛媛県四国中央市三島中央1-1-15 9:00～22:00

四国中央市 フジ　フジ川之江店 愛媛県四国中央市川之江町1920-1 9:00～21:00

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　フジ夏目店 愛媛県松山市夏目甲79 9:00～22:00

松山市 フジ　フジグラン松山 愛媛県松山市宮西1-2-1 9:00～23:00

松山市 スーパーABC　桑原店 愛媛県松山市桑原4-17-10 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　フジ高岡店 愛媛県松山市高岡町432-1 9:00～22:00

松山市 フジ　フジ松江店 愛媛県松山市松江町5-38 9:00～22:00

松山市 フジ　フジ松末店 愛媛県松山市松末1-4-5 9:00～22:00

松山市 フジ　フジ垣生店 愛媛県松山市西垣生町207-2 9:00～22:00

松山市 セブンスター　石手店 愛媛県松山市石手1-2-7 9:00～23:00

松山市 セブンスター　垣生店 愛媛県松山市東垣生町105 9:00～23:00

松山市 セブンスター　石井店 愛媛県松山市東石井2-21-16 9:00～23:00

松山市 セブンスター　東長戸店 愛媛県松山市東長戸4-7-30 9:00～23:00

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

松山市 フジ　フジ道後店 愛媛県松山市道後町1-1-12 9:00～22:00

松山市 スーパーABC　道後樋又店 愛媛県松山市道後樋又1-33 9:00～22:00

松山市 フジ　フジ南久米店 愛媛県松山市南久米町538-1 9:00～23:00

松山市 ヤマト運輸　松山新玉センター 愛媛県松山市南江戸2-3-32 24時間

松山市 フジ　フジ姫原店 愛媛県松山市姫原2-4-28 9:00～22:00

松山市 国立大学法人愛媛大学　えみかショップ 愛媛県松山市文京町3 24時間 入試等により利用できない場合あり

松山市 フジ　フジ北斎院店 愛媛県松山市北斎院町698-1 9:00～22:00

松山市 フジ　フジ北条店 愛媛県松山市北条辻225-3 9:00～20:00

松山市 フジ　フジ本町店 愛媛県松山市本町6-5-1 24時間

松山市 フジ　フジ立花店 愛媛県松山市立花2-7-11 9:00～23:00

松山市 フジ　フジ和気店 愛媛県松山市和気町1-637-1 9:00～22:00

新居浜市 フジ　フジ新居浜駅前店 愛媛県新居浜市坂井町2-3-8 9:00～22:00

新居浜市 フジ　フジグラン新居浜 愛媛県新居浜市新須賀町2-10-7 24時間

新居浜市 フジ　フジ本郷店 愛媛県新居浜市本郷1-2-41 9:00～21:00

西条市 フジ　フジ東予店 愛媛県西条市周布715-1 9:00～22:00

西条市 フジ　フジグラン西条 愛媛県西条市新田字北新田235 9:00～22:00

西予市 フジ　フジ宇和店 愛媛県西予市宇和町卯之町4-654 9:00～21:00

大洲市 フジ　フジグラン大洲 愛媛県大洲市中村246-1 24時間

東温市 フジ　フジ見奈良店 愛媛県東温市見奈良1125 9:00～22:00

東温市 フジ　フジグラン重信 愛媛県東温市野田3-1-13 9:00～21:00

南宇和郡愛南町 フジ　フジ南宇和店 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙544 9:00～22:00

八幡浜市 フジ　フジ八幡浜店 愛媛県八幡浜市江戸岡1252-9 9:00～22:00

八幡浜市 フジ　フジグラン北浜 愛媛県八幡浜市北浜1-4-33 9:00～22:00



北宇和郡鬼北町 フジ　フジ広見店 愛媛県北宇和郡鬼北町近永390 9:00～21:00

香南市 フジ　フジグラン野市 高知県香南市野市町西野2007-1 9:00～22:00

高知市 ヤマト運輸　高知インターセンター 高知県高知市一宮南町1-13-18 24時間

高知市 フジ　フジ桜井店 高知県高知市桜井町2-7-35 9:00～23:00

高知市 ヤマト運輸　高知知寄町センター 高知県高知市札場字中札場9-29 24時間

高知市 サニーマート　山手店 高知県高知市山手町78-1 9:00～22:00

高知市 フジ　フジグラン葛島 高知県高知市小倉町3-30 9:00～22:00

高知市 サニーマート　神田店 高知県高知市神田804 9:00～21:50

高知市 サンシャイン　針木店 高知県高知市針木本町3-35 9:30～21:30

高知市 サンシャイン　ヴィアン店 高知県高知市瀬戸東町2-7 9:00～21:00

高知市 サンシャイン　ベルティス店 高知県高知市前里324 9:00～23:00

高知市 サニーマート　毎日屋土佐道路店 高知県高知市朝倉己152-1 9:00～22:00

高知市 フジ　フジグラン高知 高知県高知市朝倉東町52-15 9:00～22:00

高知市 サンシャイン　朝倉店 高知県高知市朝倉南町7-16 9:30～21:00

高知市 サニーマート　とさのさと御座店 高知県高知市北御座10-19 9:00～24:00

高知市 サニーマート　六泉寺店 高知県高知市六泉寺町223-2 9:00～22:00

高知市 サニーマート　あぞの店 高知県高知市薊野西町3-18-18 9:00～24:00

四万十市 フジ　フジグラン四万十 高知県四万十市具同2222 9:00～22:00

四万十市 フジ　フジ中村店 高知県四万十市中村大橋通7-4-17 9:00～22:00

宿毛市 フジ　フジ宿毛店 高知県宿毛市宿毛5380-1 9:00～22:00

須崎市 フジ　フジ須崎店 高知県須崎市西町2-7-15 9:00～21:00

南国市 サンシャイン　カルディア店 高知県南国市後免町新地144-2 9:00～21:45

南国市 サニーマート　サニーアクシス南国店 高知県南国市大そね乙1009-1 9:00～24:00

遠賀郡岡垣町 ヤマト運輸　遠賀センター 福岡県遠賀郡岡垣町海老津2-9-9 24時間

遠賀郡岡垣町 サンキュードラッグ　岡垣薬局 福岡県遠賀郡岡垣町野間2-16-12 24時間

嘉麻市 ハッピー薬局　稲築病院前店 福岡県嘉麻市口春734-5 24時間

久留米市 イズミ　ゆめタウン久留米 福岡県久留米市新合川1-2-1 9:30～22:00

久留米市 ドラッグストアモリ　諏訪野店 福岡県久留米市諏訪野町野田2693-5 10:00～24:00

久留米市 ドラッグストアモリ　北野店 福岡県久留米市北野町高良1394-3 9:00～24:00

久留米市 ヤマト運輸　久留米諏訪野センター 福岡県久留米市野中町1263 24時間

古賀市 ヤマト運輸　古賀駅前センター 福岡県古賀市中央1-3-5 24時間

行橋市 さんさんランドリー 福岡県行橋市道場寺1589-1 24時間

行橋市 ヤマト運輸　行橋センター 福岡県行橋市北泉2-3-1 24時間

糸島市 セトル伊都 福岡県糸島市泊765 24時間

宗像市 新生堂薬局　くりえいと宗像店 福岡県宗像市くりえいと1-6-2 9:00～22:00

宗像市 ヤマト運輸　東郷センター 福岡県宗像市野坂2713 24時間

春日市 新生堂薬局　昇町店 福岡県春日市昇町2-67 24時間

春日市 ヤマト運輸　春日公園センター 福岡県春日市宝町3-1-1 24時間

糟屋郡須惠町 ドラッグストアモリ　須恵店 福岡県糟屋郡須惠町旅石253-6 10:00～24:00

太宰府市 ドラッグストアモリ　水城店 福岡県太宰府市水城3-5-34 10:00～24:00

大牟田市 イズミ　ゆめタウン大牟田 福岡県大牟田市旭町2-28-1 9:30～22:00

筑紫野市 イズミ　ゆめタウン筑紫野 福岡県筑紫野市針摺東3-3-1 9:00～22:00



直方市 ヤマト運輸　直方センター 福岡県直方市頓野3155-1 24時間

田川郡川崎町 ヤマト運輸　田川川崎センター 福岡県田川郡川崎町池尻359-1 24時間

田川市 ヤマト運輸　田川中央センター 福岡県田川市糒29-1 24時間

那珂川市 ドラッグストアモリ　那珂川店 福岡県那珂川市松原3-4 10:00～24:00

那珂川市 ヤマト運輸　那珂川センター 福岡県那珂川市中原3-38 24時間

八女市 ヤマト運輸　八女本村センター 福岡県八女市本村福出924 24時間

飯塚市 ヤマト運輸　飯塚西センター 福岡県飯塚市横田字大森785-1 24時間

福岡市城南区 福岡市営地下鉄　七隈駅 福岡県福岡市城南区七隈4丁目 始発～終電

福岡市城南区 福岡市営地下鉄　茶山駅 福岡県福岡市城南区茶山1丁目 始発～終電

福岡市城南区 ドラッグストアモリ　堤店 福岡県福岡市城南区堤1-3-5 10:00～24:00

福岡市城南区 ヤマト運輸　福岡片江センター 福岡県福岡市城南区南片江1-15 24時間

福岡市城南区 ヤマト運輸　福岡梅林センター 福岡県福岡市城南区梅林4-1-10 24時間

福岡市城南区 福岡市営地下鉄　梅林駅 福岡県福岡市城南区梅林4丁目 始発～終電

福岡市城南区 福岡市営地下鉄　別府駅 福岡県福岡市城南区別府2丁目 始発～終電

福岡市西区 ヤマト運輸　福岡福重センター 福岡県福岡市西区橋本1-29-9 24時間

福岡市西区 福岡市営地下鉄　橋本駅 福岡県福岡市西区橋本2丁目 始発～終電

福岡市西区 JR九州　九大学研都市駅 福岡県福岡市西区北原1-1-1 始発～終電

福岡市西区 福岡市営地下鉄　姪浜駅 福岡県福岡市西区姪の浜4-8-1 始発～終電

福岡市早良区 福岡市営地下鉄　次郎丸駅 福岡県福岡市早良区次郎丸1丁目 始発～終電

福岡市早良区 福岡市営地下鉄　藤崎駅 福岡県福岡市早良区百道2丁目 始発～終電

福岡市早良区 福岡市営地下鉄　野芥駅 福岡県福岡市早良区野芥2丁目 始発～終電

福岡市中央区 ヤマト運輸　福岡港センター 福岡県福岡市中央区港3-4-6 24時間

福岡市中央区 福岡市営地下鉄　桜坂駅 福岡県福岡市中央区桜坂3丁目 始発～終電

福岡市中央区 福岡市営地下鉄　天神南駅 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目 始発～終電

福岡市中央区 福岡市営地下鉄　唐人町駅 福岡県福岡市中央区唐人町1丁目 始発～終電

福岡市東区 BRANCH福岡下原 福岡県福岡市東区下原4-2-1 10:00～26:00

福岡市東区 ドラッグストアモリ　香椎宮前店 福岡県福岡市東区香椎6-1-10 10:00～24:00

福岡市東区 JR九州　千早駅 福岡県福岡市東区千早4 始発～終電

福岡市東区 イズミ　ゆめタウン博多 福岡県福岡市東区東浜1-1-1 9:30～22:00

福岡市東区 ヤマト運輸　福岡粕屋センター 福岡県福岡市東区二又瀬新町8-45 24時間

福岡市東区 大賀薬局　舞松原店 福岡県福岡市東区舞松原2-6-1 9:00～22:00

福岡市南区 ドラッグ新生堂　井尻店 福岡県福岡市南区井尻3-14-20 24時間

福岡市南区 新生堂薬局　南大橋店 福岡県福岡市南区大橋4-24-17 24時間

福岡市南区 新生堂薬局　中尾店 福岡県福岡市南区中尾3-26-1 24時間

福岡市南区 ヤマト運輸　福岡大橋センター 福岡県福岡市南区的場1-17-10 24時間



福岡市南区 ヤマト運輸　福岡老司センター 福岡県福岡市南区老司4-2-5 24時間

福岡市博多区 JR九州　吉塚駅 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-28 始発～終電

福岡市博多区 ドラッグストアモリ　住吉店 福岡県福岡市博多区住吉4-16-14 10:00～24:00

福岡市博多区 BRANCH博多パピヨンガーデン 福岡県福岡市博多区千代1-2-1 24時間

福岡市博多区 ヤマト運輸　博多東雲町センター 福岡県福岡市博多区東雲町3-2-24 24時間

福津市 ドラッグストアモリ　福間店 福岡県福津市日蒔野5-4-9 10:00～24:00

豊前市 ヤマト運輸　豊前センター 福岡県豊前市八屋59-2 24時間

北九州市戸畑区 サンキュードラッグ　一枝店 福岡県北九州市戸畑区一枝2-3-35 8:30～22:00

北九州市小倉南区 ヤマト運輸　小倉葛原センター 福岡県北九州市小倉南区葛原東5-15-1 24時間

北九州市小倉南区 ヤマト運輸　小倉南インターセンター 福岡県北九州市小倉南区高津尾字郷原47-1 24時間

北九州市小倉南区 サンキュードラッグ　城野店 福岡県北九州市小倉南区城野1-13-15 24時間

北九州市小倉南区 ドラッグ新生堂　下曽根店 福岡県北九州市小倉南区田原新町3-6-3 9:00～23:00

北九州市小倉南区 新生堂薬局　徳力南方店 福岡県北九州市小倉南区南方3-3-20 9:00～22:00

北九州市小倉南区 北九州モノレール　城野駅 福岡県北九州市小倉南区富士見3丁目 6:00～23:30

北九州市小倉南区 北九州モノレール　競馬場前駅 福岡県北九州市小倉南区北方4丁目 6:00～23:30

北九州市小倉北区 北九州モノレール　香春口三萩野駅 福岡県北九州市小倉北区香春口1丁目 6:00～23:30

北九州市小倉北区 サンキュードラッグ　大畠薬局 福岡県北九州市小倉北区大畠3-2-47 24時間

北九州市小倉北区 サンキュードラッグ　中井薬局 福岡県北九州市小倉北区中井2-4-20 9:00～23:00

北九州市小倉北区 北九州モノレール　片野駅 福岡県北九州市小倉北区片野3丁目 6:00～23:30

北九州市八幡西区 サンキュードラッグ　コスパ相生薬局 福岡県北九州市八幡西区鉄竜1-3-16 24時間

北九州市八幡西区 ヤマト運輸　八幡永犬丸センター 福岡県北九州市八幡西区東石坂町6-16 24時間

北九州市八幡西区 サンキュードラッグ　筒井町店 福岡県北九州市八幡西区筒井町15-1 9:00～22:00

北九州市八幡西区 新生堂薬局　永犬丸店 福岡県北九州市八幡西区八枝5-4-3 24時間

北九州市八幡西区 ヤマト運輸　八幡本城センター 福岡県北九州市八幡西区本城字清水1937-5 24時間

北九州市八幡東区 さわらびガーデンモール八幡一番街 福岡県北九州市八幡東区西本町4-1-1 24時間

北九州市八幡東区 ヤマト運輸　八幡桃園センター 福岡県北九州市八幡東区前田1-3-5 24時間

北九州市門司区 サンキュードラッグ　稲積薬局 福岡県北九州市門司区稲積1-11-11 24時間

北九州市門司区 ヤマト運輸　門司柳町センター 福岡県北九州市門司区小森江3-12-13 24時間

佐賀市 ヤマト運輸　佐賀中央センター 佐賀県佐賀市巨勢町牛島250-1 24時間

佐賀市 佐賀大学 佐賀県佐賀市本庄町1 24時間

佐賀市 イズミ　ゆめマートさが 佐賀県佐賀市与賀町78 9:00～23:00

西彼杵郡時津町 ママのセンター　時津店 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷19-4 9:00～22:00

西彼杵郡長与町 ヤマト運輸　西彼長与センター 長崎県西彼杵郡長与町高田郷字岡崎3441-1 24時間

大村市 ヤマト運輸　大村空港通センター 長崎県大村市協和町1681-1 24時間

長崎市 ジョイフルサン　江川店 長崎県長崎市江川町232 8:00～21:30

諫早市 ヤマト運輸　諫早長野センター 長崎県諫早市長野町1491-1 24時間

菊池郡菊陽町 ヤマト運輸　菊陽センター 熊本県菊池郡菊陽町原水字南下原1406-3 24時間

菊池郡菊陽町 イズミ　ゆめタウン光の森 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-33-1 9:30～22:00

熊本市西区 ヤマト運輸　紺屋今町センター 熊本県熊本市西区上代4-12-26 24時間

熊本市中央区 ヤマト運輸　上通りセンター 熊本県熊本市中央区草葉町2-35 中川ビル 24時間

熊本市中央区 エディオン　サンリブシティくまなん店 熊本県熊本市中央区平成3-20-1 24時間

熊本市東区 ヤマト運輸　浜線センター 熊本県熊本市東区画図町重富字前無田499-1 24時間



熊本市東区 ヤマト運輸　長嶺センター 熊本県熊本市東区長嶺西1-10-28 24時間

熊本市北区 ヤマト運輸　徳王センター 熊本県熊本市北区下硯川町字屋敷添2009 24時間

合志市 ヤマト運輸　西合志センター 熊本県合志市栄3791-2 24時間

上益城郡益城町 ヤマト運輸　桜木センター 熊本県上益城郡益城町平田2441-2 24時間

八代市 ヤマト運輸　旭中央センター 熊本県八代市上片町辺田前1714 24時間

宇佐市 ヤマト運輸　宇佐センター 大分県宇佐市和気1250-1 24時間

臼杵市 ヤマト運輸　臼杵センター 大分県臼杵市野田平ノ下286 24時間

杵築市 ヤマト運輸　速見センター 大分県杵築市八坂字五反鶴1851-1 24時間

佐伯市 ヤマト運輸　佐伯中央センター 大分県佐伯市中の島2-5-3 24時間

大分市 ヤマト運輸　下郡センター 大分県大分市下郡東2-1-41 24時間

大分市 ヤマト運輸　賀来センター 大分県大分市賀来北2-3-25 24時間

大分市 新・京が丘団地 大分県大分市京が丘南4-4-16 24時間

大分市 ヤマト運輸　大分金池町センター 大分県大分市金池町3-1-10 24時間

大分市 ヤマト運輸　光吉センター 大分県大分市光吉930-1 24時間

大分市 ヤマト運輸　西大分センター 大分県大分市三芳字六反田1538-1 24時間

大分市 ヤマト運輸　松岡センター 大分県大分市松岡字市場5168-1 24時間

大分市 ヤマト運輸　大分森センター 大分県大分市森字鴨園1274-1 24時間

大分市 ヤマト運輸　大在センター 大分県大分市須賀2-17-29 24時間

大分市 ヤマト運輸　萩原センター 大分県大分市萩原4-8-15 24時間

中津市 ヤマト運輸　蛎瀬センター 大分県中津市蛎瀬字小松1250-1 24時間

日田市 ヤマト運輸　日田大鶴センター 大分県日田市十二町479-1 24時間

別府市 立命館アジア太平洋大学 大分県別府市十文字原1-1 7:00～24:00

別府市 ヤマト運輸　別府石垣センター 大分県別府市石垣東3-3-30 24時間

別府市 ヤマト運輸　別府亀川センター 大分県別府市内竈字北尾関62-2 24時間

由布市 ヤマト運輸　挾間センター 大分県由布市挾間町挾間606-1 24時間

延岡市 ヤマト運輸　延岡別府センター 宮崎県延岡市別府町3124-1 24時間

都城市 ヤマト運輸　都北センター 宮崎県都城市太郎坊町6101 24時間

北諸県郡三股町 三股町　西部地区体育館 宮崎県北諸県郡三股町樺山1765-10 24時間

姶良市 コープかごしま　姶良店 鹿児島県姶良市西餠田3328-1 9:30～21:30

姶良市 ヤマト運輸　姶良センター 鹿児島県姶良市平松3455-7-2 24時間

鹿児島市 ヤマト運輸　宇宿センター 鹿児島県鹿児島市宇宿2-5-15 24時間

鹿児島市 コープかごしま　田上店 鹿児島県鹿児島市広木1-1-1 9:30～21:30

鹿児島市 フレスポジャングルパーク 鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1 24時間

全４１８２ヶ所


