
■東京都 2017.8.1現在

エリア 設置場所 利用可能時間 住所

西武鉄道　下落合駅 始発～終電 東京都新宿区下落合1-16-1

ライフ　若松河田駅前店  9:30～24:00・年中無休 東京都新宿区若松町２８−５

東京メトロ　東西線　落合駅 始発～終電 東京都新宿区上落合2-13-7

東京メトロ　西早稲田駅 始発～終電 東京都新宿区戸山3-18-2

JR東日本　東中野駅 始発～終電 東京都中野区東中野4丁目

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

レオパレス21本社横ショールーム前 24時間 東京都中野区本町2丁目438-5 

都営地下鉄　東中野駅 始発～終電 東京都中野区東中野3-8-16

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

レオパレスRX中野坂上 24時間受取可能 東京都中野区中央1-32-1

レオパレス野方第16 24時間受取可能 東京都中野区沼袋3-34-2

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

小田急電鉄　代々木上原駅 始発～終電 東京都渋谷区西原3-8-5

東京メトロ　千代田線　代々木公園駅 始発～終電 東京都渋谷区富ヶ谷一丁目

ライフ 渋谷東店 9:00～25:00 東京都渋谷区東１－２６－２２

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

京浜急行電鉄　平和島駅 始発～終電 東京都大田区大森北6-13-11

ヤマト運輸　久が原センター 24時間 東京都大田区久が原1-12-15

ヤマト運輸　西大井１丁目センター 24時間 東京都大田区平和島5-2-2

ヤマト運輸　大田山王センター 24時間 東京都大田区西馬込1-6-7

JR東日本　蒲田駅　東口 24時間 東京都大田区蒲田5丁目

京浜急行電鉄　梅屋敷駅 始発～終電 東京都大田区蒲田2-28-1

ふじや 24時間受取可能 東京都大田区大森西1-10-9

パーシモンガーデン 24時間受取可能 東京都大田区東六郷1-10-9

岩瀬食糧販売 24時間受取可能 東京都大田区西蒲田4-21-16

レオパレスCARARU上池台 24時間 東京都大田区上池台1-24-10

JR東日本　大井町駅 始発～終電 東京都品川区大井1丁目

イマージュ品川 24時間 東京都品川区荏原2-12-2

JR東日本　大崎駅 24時間受取可能 東京都品川区大崎一丁目

京浜急行電鉄　立会川駅 始発～終電 東京都品川区東大井二丁目

小田急電鉄　成城学園前駅 始発～終電 東京都世田谷区成城6-5-34

小田急電鉄　祖師ヶ谷大蔵駅 始発～終電 東京都世田谷区祖師谷1-7-1

小田急電鉄　経堂駅 始発～終電 東京都世田谷区経堂2-1-3

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

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

レオパレス菖苑 24時間受取可能 東京都世田谷区宮坂３－３７－１３

東京メトロ　荻窪駅 始発～終電 東京都杉並区上荻1丁目31

レオパレス荻窪第12 24時間受取可能 東京都杉並区南荻窪2-13-14

レオパレス荻窪第6 24時間受取可能 東京都杉並区南荻窪3-1-10

仁神精米店 24時間受取可能 東京都杉並区下井草3-27-20 

富岡精米店 24時間受取可能 東京都杉並区高井戸西3丁目16-13

三菱地所プロパティマネジメント　新有楽町ビル

平日8:00~21:00

土日祝11:00~19:00

※施設点検日を除く

東京都千代田区有楽町1-12-1　地下1階

ライフ 神田和泉町店 9:30～24:00 東京都千代田区神田和泉町２－１３

杉並区 
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エリア 設置場所 利用可能時間 住所

中央区 東京メトロ　月島駅 始発～終電 東京都中央区月島1-3-9先

東久留米市 東邦運輸 24時間受取可能 東京都東久留米市幸町4-6-12

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

Big-A 田無向台店 24時間 東京都西東京市向台町1-13-35

レオパレスHASHIBA 24時間 東京都西東京市芝久保町３－１－４２

レオパレスミナミ 24時間 東京都西東京市南町６－５－５１

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

いなげや　練馬東大泉店 9:00～24:00 東京都練馬区東大泉6-48-1

西武鉄道　豊島園駅 始発～終電 東京都練馬区練馬４-１６-５

西武鉄道　練馬駅 始発～終電 東京都練馬区練馬１-３-５

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

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

西武鉄道　富士見台駅 始発～終電 東京都練馬区貫井3-7-4

都営地下鉄　豊島園駅 5:00～24:00 東京都練馬区練馬4-14-17

Big-A 練馬栄町店 24時間受取可能 東京都練馬区栄町34-3

カモシタJS 24時間受取可能 東京都練馬区石神井町7-4-1

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

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

東京メトロ　小竹向原駅 始発～終電 東京都練馬区小竹町2-16-15

東京メトロ　平和台駅 始発～終電 東京都練馬区早宮2-17-48

東京メトロ　氷川台駅 始発～終電 東京都練馬区氷川台3-38-18

東京メトロ　地下鉄赤塚駅 始発～終電 東京都練馬区北町8-37-16

東京メトロ　地下鉄成増駅 始発～終電 東京都板橋区成増2-11-3

セブンタウン小豆沢店 10:00～24:00 東京都板橋区小豆沢三丁目９番５号

Big-A 板橋坂下店 24時間 東京都板橋区坂下2-14

キュラーズ板橋区役所前店 24時間 東京都板橋区板橋3-5-6

都営地下鉄　西高島平駅 5:00～24:00 東京都板橋区高島平6-1

都営地下鉄　新高島平駅 5:00～24:00 東京都板橋区高島平7-1

Big-A 板橋大山店 24時間受取可能 東京都板橋区大山東町25-13

グランドホール西高島平 24時間受取可能 東京都板橋区三園２丁目５−２４

いさみ屋　小竹向原店 24時間受取可能 東京都板橋区向原3-10-37

JR東日本　池袋駅 始発～終電 池袋駅 南通路 みどりの窓口となり

西武鉄道　椎名町駅 始発～終電 東京都豊島区長崎1-1-22

西武鉄道　東長崎駅 始発～終電 東京都豊島区長崎5-1-1

東京メトロ　千川駅 始発～終電 東京都豊島区要町3-10-7

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

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

アイテラス落合南長崎 始発～終電 東京都豊島区南長崎4-5-20

キュラーズ東池袋店 24時間受取可能 東京都豊島区東池袋2-56-3

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

ヤマト運輸　南小岩１丁目センター 24時間 東京都江戸川区南小岩1-1-17

江戸川区役所北側 24時間受取可能 東京都江戸川区中央1-5-1

TMビル 24時間受取可能 東京都江戸川区平井1-14-1 TMビル1F

東京メトロ　葛西駅 始発～終電 東京都江戸川区中葛西5丁目43

都営地下鉄　篠崎駅 5:00～24:00 東京都江戸川区篠崎町7-27-1

あぶら屋 24時間受取可能 東京都江戸川区一之江6-16-15

環七一之江7丁目 24時間受取可能 東京都江戸川区一之江7-39
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エリア 設置場所 利用可能時間 住所

メゾン・ド・リプレット 24時間受取可能 東京都江戸川区中葛西3-15-7

カド屋 24時間受取可能 東京都江戸川区西葛西2-3-17

喜楽屋 24時間受取可能 東京都江戸川区船堀3-4-11

市川酒店 24時間受取可能 東京都江戸川区松江5-9-9

ベルク江戸川臨海店 9:00～23:00 東京都江戸川区臨海町2-3-3

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

ライフ 東砂店 9:00～22:00 東京都江東区東砂2-12-31

キュラーズ錦糸町店 24時間受取可能 東京都墨田区江東橋2-2-6

京成電鉄　京成曳舟　駅 始発～終電 東京都墨田区京島1丁目39

セルフ墨田SS　日之出石油販売㈱ 24時間 東京都墨田区墨田4-54-10

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

株式会社風月堂 24時間 東京都葛飾区高砂5-29-11

ヤマト運輸　東新小岩センター 24時間 東京都葛飾区東新小岩2-28-1

Big-A 葛飾小菅店 24時間受取可能 東京都葛飾区小菅4-20-31

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

Big-A 葛飾東立石店 24時間受取可能 東京都葛飾区東立石2-15-3

田端スカイハイツ 24時間受取可能 東京都荒川区西尾久4-12-11

Big-A 足立東綾瀬店 24時間受取可能 東京都足立区東綾瀬2-4-7

京成電鉄　千住大橋　駅 始発～終電 東京都足立区千住橋戸町

ヤマト運輸　西新井大師前センター 24時間 東京都足立区扇3-20-13

ヤマト運輸　足立東和センター 24時間 東京都足立区東和1-27-10

ベルク足立新田店 9:00～23:00 東京都足立区新田3-34-3

JR東日本　赤羽駅 24時間受取可能 東京都北区赤羽1丁目

ヤマト運輸　台東寿センター 24時間 東京都台東区寿1-7-1

キュラーズ蔵前店 24時間 東京都台東区蔵前3-4-9

文京区 キュラーズ本駒込店 24時間 東京都文京区本駒込1-1-17

東京メトロ　南北線　西ヶ原駅 始発～終電 東京都北区西ヶ原2-3-8

東京メトロ　南北線　志茂駅 始発～終電 東京都北区志茂2-1-18

稲城市 ヤマト運輸　稲城押立センター 24時間 東京都稲城市東長沼1708-3

国立市 ヤマト運輸　国立中センター 24時間 東京都国立市谷保7038-1

横山商店 24時間 東京都三鷹市上連雀9-23-22

ヤマト運輸　三鷹牟礼センター 24時間 東京都三鷹市新川3-13-43

いなげや 三鷹牟礼店 10：00～22：00・年中無休 東京都三鷹市牟礼6-2-20

朝日新聞販売店 小金井西部 24時間 東京都小金井市本町5-39-5

レオネクストレスポワール 24時間 東京都小金井市東町４－５－３

レオパレスラトゥサ 24時間 東京都小金井市東町５－２８－９

株式会社まるやす商店 フレッシュ多摩 24時間 東京都小平市仲町611-1 多摩ビル1階

Big-A 小平団地店 24時間 東京都小平市喜平町3-2-5

昭島市 ヤマト運輸　昭和拝島センター 24時間 東京都昭島市緑町1-9-6

西多摩郡 ヤマト運輸　瑞穂高根センター 24時間 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根260-3

ヤマト運輸　青梅藤橋センター 24時間 東京都青梅市藤橋3-1-4

ヤマト運輸　青梅友田センター 24時間 東京都青梅市東青梅5-22-3

グリナード永山 24時間 東京都多摩市永山一丁目４番地

Big-A 多摩聖ヶ丘店 24時間 東京都多摩市聖ヶ丘2-22

ヤマト運輸　多摩聖ヶ丘センター 24時間 東京都多摩市南野1-2-2
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エリア 設置場所 利用可能時間 住所

ヤマト運輸　町田小山ヶ丘センター 24時間 東京都町田市小山町842-1

ベルク町田野津田店 9:00～24:00 東京都町田市野津田町230番地

ヤマト運輸　町田中町センター 24時間 東京都町田市中町2-19-15

ヤマト運輸　町田金井センター 24時間 東京都町田市金井8-24-24

ヤマト運輸　町田木曽センター 24時間 東京都町田市忠生1-29-2

ヤマト運輸　町田成瀬台センター 24時間 東京都町田市西成瀬1-57-1

調布市 ココスクエア調布 24時間 東京都調布市国領町3-1-38

【東村山市】久米川駅南口第1駐輪場 24時間 東京都東村山市栄町2-29-2

【東村山市】新秋津駅第1駐輪場 24時間 東京都東村山市秋津町5-6-12

【東村山市】秋津駅第1駐輪場 24時間 東京都東村山市秋津町5-8-12

東村山市　新秋津第5駐輪場 24時間 東京都東村山市秋津町5-17-1

Big-A 東村山青葉店 24時間 東京都東村山市青葉町2-36-5

久米川駅北口地下駐輪場 4:30～26:00 東京都東村山市栄町1-3-1

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

東大和市 ヤマト運輸　東大和高木センター 24時間 東京都東大和市高木3-429-5

JR東日本　豊田駅 始発～終電 東京都日野市豊田4丁目

ヤマト運輸　日野平山センター 24時間 東京都日野市旭が丘6-11-24

ヤマト運輸　多摩桜ヶ丘センター 24時間 東京都日野市落川2003-7

ヤマト運輸　日野日野台センター 24時間 東京都日野市多摩平6-8-9

ヤマト運輸　日野万願寺センター 24時間 東京都日野市日野996-2

ヤマト運輸　八王子東中野センター 24時間 東京都八王子市東中野2001-20

ヤマト運輸　八王子南大沢センター 24時間 東京都八王子市松木27-6

ヤマト運輸　八王子くぬぎだセンター 24時間 東京都八王子市椚田町365

ヤマト運輸　八王子元八センター 24時間 東京都八王子市元八王子町2-1038-1

ヤマト運輸　八王子石川センター 24時間 東京都八王子市石川町113-2

イーアス高尾 24時間 東京都八王子市東浅川町550-1

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

Big-A 八王子館ケ丘団地 24時間 東京都八王子市館町ＵＲ都市機構館ヶ丘団地2-8号棟

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

サミットストアミナノ分倍河原店 9:00～25:00 東京都府中市片町３丁目２２－２６

ヤマト運輸　府中四谷センター 24時間 東京都府中市四谷6-27-5

いなげや 府中浅間町店 9：00～21：30・年中無休 東京都府中市浅間町3-2-1

ライフ 府中中河原店 9:00～24:00 ・年中無休 東京都府中市住吉町１－８４－１

ヤマト運輸　武蔵村山中藤センター 24時間 東京都武蔵村山市神明1-94

ヤマト運輸　武蔵村山伊奈平センター 24時間 東京都武蔵村山市伊奈平6-38-2

いなげや むさし村山店 9：00～21：00・年中無休 東京都武蔵村山市学園3-29-1

いなげや 武蔵村山残堀店 9：30～21：00・年中無休 東京都武蔵村山市残堀2-9-1

福生市 いなげや 福生銀座店 10：00～21：00・年中無休 東京都福生市本町54

いなげや　立川幸町店 9:00~23:00 東京都立川市幸町1-23-6

いなげや　立川栄町店 9:00~22:00 東京都立川市栄町3-7-1

ヤマト運輸　立川錦センター 24時間 東京都立川市錦町5-18-4

ヤマト運輸　立川一番町センター 24時間 東京都立川市一番町6-27-19

ヤマト運輸　立川栄町センター 24時間 東京都立川市高松町1-24-25

立川市

町田市

東村山市

日野市

八王子市

府中市

武蔵村山市



■千葉県

エリア 設置場所 利用可能時間 住所

JR東日本　幕張駅 始発～終電 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目

Big-A 花見川店 24時間受取可能 千葉県千葉市花見川区柏井1-5-1

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

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

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

緑区役所 24時間受取可能 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-15-3

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

ベルク 千葉浜野店 9:00～24:00 千葉県千葉市中央区村田町1102

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

川島建設 24時間受取可能 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7-8-1

美浜区役所 24時間受取可能 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1

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

Big-A 千葉高浜店 24時間受取可能 千葉県千葉市美浜区高浜1-10-1

Big-A 千葉真砂店 24時間受取可能 千葉県千葉市美浜区真砂5-44-6

ベルク奏の森店 8:00～24:00 千葉県習志野市奏の杜2丁目1-1

JR東日本　新習志野駅 24時間 千葉県習志野市茜浜2丁目

京成電鉄　京成津田沼　駅 始発～終電 千葉県習志野市津田沼3丁目1

有限会社　時田 24時間 千葉県習志野市実籾2-2-16

JR東日本　津田沼駅 24時間受取可能 千葉県習志野市津田沼1丁目

東京メトロ　行徳駅 始発～終電 千葉県市川市行徳駅前2-4-1

東京メトロ　南行徳駅 始発～終電 千葉県市川市相之川4-17-1

東京メトロ　妙典駅 始発～終電 千葉県市川市富浜1-2-10

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

シャポー市川 7:00～23:00 千葉県市川市市川1-1-1

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

マルエツ東習志野店 24時間受取可能 千葉県船橋市習志野5-2-1

東葉高速鉄道　北習志野駅 始発～終電 千葉県船橋市習志野台3-1-1

京成電鉄　京成船橋　駅 始発～終電 千葉県船橋市本町1丁目5

Big-A 船橋田喜野井店 24時間 千葉県船橋市田喜野井7-16-10

東葉高速鉄道　船橋日大前駅 始発～終電 千葉県船橋市坪井東1

東葉高速鉄道　東海神駅 始発～終電 千葉県船橋市海神2-15-1

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

コインランドリーwash+　1号店 24時間 千葉県浦安市猫実2-21-49

コインランドリー　wash+ 浦安堀江店 24時間 千葉県浦安市堀江3-30-22

鎌ケ谷市 食品館イトーヨーカドー鎌ヶ谷店 9:00～22:00 千葉県鎌ケ谷市富岡一丁目1番3号

佐倉市 京成電鉄　ユーカリが丘　駅 始発～終電 千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目8

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

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

Big-A 松戸松飛台店 24時間受取可能 千葉県松戸市松飛台43

ヤマト運輸　根本 24時間 千葉県松戸市南花島３－３７－１

マルエツ栄町店 10:00～21:00（日曜のみ9:00～） 千葉県松戸市6-384

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

鎌ヶ谷市

松戸市

千葉市

習志野市

市川市

船橋市

浦安市



エリア 設置場所 利用可能時間 住所

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

京成電鉄　八千代台　駅 始発～終電 千葉県八千代市八千代台北1丁目

京成電鉄　八千代台　駅 始発～終電 千葉県八千代市八千代台北1丁目

東葉高速鉄道　村上駅 始発～終電 千葉県八千代市村上南1-8-1

東葉高速鉄道　東葉勝田台駅 始発～終電 千葉県八千代市勝田台北3-2-5

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

ベルク柏しこだ店 9:00～23:00 千葉県柏市篠籠田1470番地

柏市役所 24時間 千葉県柏市５丁目１０番１号

Big-A 平和台店 24時間受取可能 千葉県流山市西平井2-4

おおたかの森SC 8:30～25:00 千葉県流山市西初石6-185-2

マルエツみやぞの店 10:00～21:00 千葉県流山市宮園1-9-1

■埼玉県

エリア 設置場所 利用可能時間 住所

春日部市 道の駅「庄和」 24時間受取可能 埼玉県春日部市上柳995

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

埼玉高速鉄道　浦和美園駅 始発～終電 埼玉県さいたま市緑区大門宮下3888

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

NPC24H　大宮東口パーキング 24時間・年中無休 埼玉県さいたま市大宮区下町1-58

Big-A 浦和太田窪店 24時間 埼玉県さいたま市南区太田窪2354-1

NPC24H　浦和駅前パーキング 24時間・年中無休 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-10

NPC24H浦和駅前パーキング（建物内） 24時間・年中無休 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-10

ハレノテラス東大宮 9:00～22:00 埼玉県さいたま市見沼区島町１６

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

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

Big-A 上福岡松山店 24時間 埼玉県ふじみ野市松山1-3-7

Big-A 上福岡福岡店 24時間 埼玉県ふじみ野市福岡3-2-16

Big-A 吉川店 24時間 埼玉県吉川市栄町699

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

Big-A 狭山狭山台店 24時間 埼玉県狭山市狭山台3-13-5

西武鉄道　稲荷山公園駅 始発～終電 埼玉県狭山市稲荷山1－1

ベルク戸田中町店 9:00～23:00 埼玉県戸田市中町1-28-24

戸田市役所庁舎 8:00～22:00 埼玉県戸田市上戸田１丁目１８－１

JR東日本　北戸田駅 24時間 埼玉県戸田市大字新曽字芦原

JR東日本　戸田公園駅 始発～終電 埼玉県戸田市本町4丁目

鴻巣市 Big-A 鴻巣天神店 24時間 埼玉県鴻巣市天神5-10-23

Big-A 坂戸入西店 24時間 埼玉県坂戸市にっさい花みず木4-6-1

Big-A 坂戸浅羽野店 24時間 埼玉県坂戸市浅羽野1-1-7

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

ベルク坂戸石井店 9:00～24:00 埼玉県坂戸市石井2705-3

ベルク北坂戸店 9:00～24:00 埼玉県坂戸市末広町20番地2

JR東日本　東所沢駅 24時間・年中無休 埼玉県所沢市東所沢5丁目

ベルク山口店 9:00～24:00 埼玉県所沢市山口1464-1

Big-A 東所沢店 24時間 埼玉県所沢市東所沢和田2ｰ30-5

ベルク東所沢店 9:00～24:00 埼玉県所沢市東所沢和田3-30-1

ふじみ野市

吉川市

狭山市

戸田市

坂戸市

所沢市

八千代市

柏市

流山市

さいたま市



エリア 設置場所 利用可能時間 住所

上尾ショーサンプラザ 24時間・年中無休 埼玉県上尾市谷津2-1-1東側入口付近

JR東日本　上尾駅（Jリテ）  始発～終電 埼玉県上尾市柏座1丁目

Big-A 上町店 24時間 埼玉県上尾市上町2-4-7

ベルク池田店 9:00～24:00 埼玉県新座市池田4-5-12

OSCデオシティ新座 24時間 埼玉県新座市中野2-1-38

丸越運輸 24時間 埼玉県越谷市袋山1727

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

三郷市 ハローストレージ  三郷金町パート4 24時間 埼玉県三郷市高州2-328-1

ヤマト運輸　草加学園センター 24時間 埼玉県草加市柳島町352

ヤマト運輸　草加西センター 24時間 埼玉県草加市北谷2-4-5

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

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

ベルク的場店 9:00～24:00 埼玉県川越市的場811-2

ベルク川越東田町店 9:00～24:00 埼玉県川越市東田町4-26

ベルク川越新宿店 9:00～24:00 埼玉県川越市新宿町5-13-68

ベルク川越むさし野店 9:00～24:00 埼玉県川越市むさし野17-11

Big-A 川口芝店 24時間 埼玉県川口市芝3761-1

ヤマト運輸　川口新郷センター 24時間 埼玉県川口市赤井1027

ヤマト運輸　東川口センター 24時間 埼玉県川口市北原台3-2-17

Big-A 川口安行店 24時間 埼玉県川口市安行北谷560-1

Big-A 伊刈店 24時間 埼玉県川口市大字伊刈字中通116

JR東日本　川口駅 24時間・年中無休 埼玉県川口市栄町3丁目

ベルク川口前川店 9:00～24:00 埼玉県川口市本前川2-22-33

ベルク川口差間店 9:00～23:00 埼玉県川口市差間3-38-1

Big-A 中青木店 24時間 埼玉県川口市中青木3-7-7

Big-A 松ヶ丘店 24時間 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘1-14-1

ベルク脚折店 9:00～24:00 埼玉県鶴ヶ島市脚折1513-1

Big-A 毛呂山長瀬店 24時間 埼玉県入間郡毛呂山町中央2-3-5

Big-A 三芳竹間沢店 24時間 埼玉県入間郡三芳町竹間沢343-1

ベルク八潮鶴ヶ曽根店 9:00～24:00 埼玉県八潮市鶴ケ曽根894-1

ヤマト運輸　八潮駅前センター 24時間 埼玉県八潮市八潮4-1-5

Big-A 富士見鶴馬店 24時間 埼玉県富士見市鶴馬1-23-2

Big-A 富士見鶴瀬西店 24時間 埼玉県富士見市大字鶴馬字下郷3493

Big-A 富士見東みずほ台店 24時間 埼玉県富士見市東みずほ台2-9-6

蕨市 Big-A 蕨塚越店 24時間 埼玉県蕨市塚越3-5-5

■神奈川県

エリア 設置場所 利用可能時間 住所

快活ＣＬＵＢ相模大野駅前店 24時間 神奈川県相模原市南区相模大野6-5-5相模大野３－１２－１０

ヤマト運輸　下溝センター 24時間 神奈川県相模原市南区下溝2349-2

ヤマト運輸　新磯野センター 24時間 神奈川県相模原市南区新磯野234

ヤマト運輸　相模原麻溝台センター 24時間 神奈川県相模原市南区麻溝台６－１－５

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

JR東日本　淵野辺駅 24時間 神奈川県相模原市中央区淵野辺３丁目５

ドキわくランド橋本店 24時間 神奈川県相模原市緑区橋本台2-9-9

鶴ヶ島市

入間郡

八潮市

富士見市

相模原市

上尾市

新座市

越谷市

草加市

川越市

川口市



エリア 設置場所 利用可能時間 住所

京浜急行電鉄　京急久里浜駅 始発～終電 神奈川県横須賀市久里浜四丁目

京急ストア　北久里浜店 平日・土曜日 10:00～22:00　日曜日 9:00～22:00 神奈川県横須賀市根岸町3−15−6

JR東日本　中山駅 24時間・年中無休 神奈川県横浜市緑区寺山町

ベルクフォルテ森永橋店 9:00～23:00 神奈川県横浜市鶴見区元宮二丁目1番63号

京急ストア磯子丸山店 平日・土曜日 10:00～22:00　日曜日 9:00～22:00 神奈川県横浜市磯子区丸山1-15-20

京急ストア磯子岡村店 平日・土曜日 10:00～22:00　日曜日 9:00～22:00 神奈川県横浜市磯子区岡村5-14-14

横浜市営地下鉄　中川駅 始発～終電 神奈川県横浜市都筑区中川１丁目１０

横浜市営地下鉄　あざみ野 始発～終電 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２丁目

横浜市営地下鉄　日吉駅 始発～終電 神奈川県横浜市港北区日吉２丁目１−１

マルエツ井土ヶ谷店 9:00～25:00 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町215-11

JR東日本　新子安駅 始発～終電 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目

ドキわくランド北山田店 24時間 神奈川県横浜市都筑区北山田1-10-1

JR東日本　鶴見駅 始発～終電 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目

京浜急行電鉄　金沢文庫駅 始発～終電 神奈川県横浜市金沢区谷津町384

京浜急行電鉄　六浦駅 始発～終電 神奈川県横浜市金沢区六浦5-1-1

横浜市営地下鉄　横浜駅 始発～終電 神奈川県横浜市 西区南幸１丁目９

横浜市営地下鉄　東山田駅 始発～終電 神奈川県横浜市都筑区東山田町300

横浜市営地下鉄　高田駅 始発～終電 神奈川県横浜市港北区高田東三丁目

JR東日本　大口駅 24時間・年中無休 神奈川県横浜市神奈川区大口通り

アークビル金沢文庫 24時間・年中無休 神奈川県横浜市金沢区谷津町138

 レンブラントホテル厚木 7:00～23:00 神奈川県厚木市中町2-13-1

ヤマト運輸　厚木小野センター 24時間 神奈川県厚木市小野６５９－１

鎌倉市 湘南モノレール　西鎌倉駅 24時間 神奈川県鎌倉市西鎌倉1-20

高座郡 ヤマト運輸　寒川宮山センター 24時間 神奈川県高座郡寒川町宮山２８３０－５

座間市 座間卓球センター 24時間 神奈川県座間市緑ヶ丘3-27-7

小田原市 JR東日本　国府津駅 24時間 神奈川県小田原市国府津４丁目１

逗子市 京浜急行電鉄　神武寺駅 始発～終電 神奈川県逗子市池子2-11-2

レオパレスサンワ 24時間 神奈川県川崎市多摩区登戸６１２番地

小田急電鉄　百合ヶ丘駅 始発～終電 神奈川県川崎市麻生百合ヶ丘1-21-1

ヤマト運輸　宿河原センター 24時間 神奈川県川崎市多摩区宿河原5-11-11

JR東日本　鹿島田駅 24時間 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-17

臨港バス池上新町駐輪場 24時間 神奈川県川崎市川崎区池上新町1-7-7

JR東日本　武蔵中原駅 始発～終電 神奈川県川崎市中原区上小田中6丁目

JR東日本　新川崎駅 始発～終電 神奈川県川崎市幸区鹿島田

京浜急行電鉄　京急川崎駅 始発～終電 神奈川県川崎市川崎区砂子1-3-1

小田急電鉄　生田駅 始発～終電 神奈川県川崎市多摩区生田7-8-4

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

島田製作所 24時間・年中無休 神奈川県川崎市中原区井田1-2-2

小林クリーニング 24時間・年中無休 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-22-32

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

大和市 ドキわくランド大和駅前店 24時間 神奈川県大和市中央2-5-3

中郡 JR東日本　大磯駅 24時間 神奈川県中郡大磯町東小磯 

ドキわくランド長後駅前店 24時間 神奈川県藤沢市下土棚467-21

レオパレス２１　湘南人材開発センター 24時間 神奈川県藤沢市鵠沼橘１－２

JR東日本　藤沢駅 24時間・年中無休 神奈川県藤沢市藤沢

JR東日本　辻堂駅 24時間 神奈川県藤沢市辻堂

横浜市

厚木市

川崎市

藤沢市

横須賀市



エリア 設置場所 利用可能時間 住所

JR東日本　平塚駅 24時間・年中無休 神奈川県平塚市宝町

平塚下島センター 24時間 神奈川県平塚市下島３２９

ヤマト運輸　平塚真土センター  24時間 神奈川県平塚市西真土１－２－９ 

■栃木県

エリア 設置場所 利用可能時間 住所

宇都宮市 国立大学法人　宇都宮大学 24時間 栃木県宇都宮市峰町350

■茨城県

エリア 設置場所 利用可能時間 住所

取手市 JR東日本　取手駅 24時間 茨城県取手市中央町

全  ３５５ヶ所

平塚市


