
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 9:00～24:00

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 サツドラ　旭川永山3条店 北海道旭川市永山3条8-1-15 9:00～23:00

旭川市 サツドラ　旭川花咲町店 北海道旭川市花咲町7-3842-1 9:00～21:45

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　旭川プラタナス通店 北海道旭川市神楽岡6条6-1-8 9:00～22:00

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 9:00～24:00

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 サツドラ　旭川東光8条店 北海道旭川市東光8条1-3-4 9:00～21:45

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 9:00～24:00

旭川市 ヤマト運輸　東光センター 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2-25-1 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（土日祝日・年末年始除く）

旭川市 サツドラ　旭川緑町店 北海道旭川市緑町18-2148-14 9:00～22:00

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

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　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　音更宝来店 北海道河東郡音更町ひびき野仲町1-9-1 10:00～23:00

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 10:00～24:00

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通13-11 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

恵庭市 サツドラ　恵庭黄金店 北海道恵庭市黄金6-10-5 9:00～21:00

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 サツドラ　江別一番町店 北海道江別市一番町4-20 9:00～22:00

江別市 サツドラ　江別錦店 北海道江別市錦町43-3 9:00～23:00

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 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1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2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1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4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6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4条2-4-1 9:00～22:00

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2条13-3-20 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7条15-4-1 24時間
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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2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1条2-1-30 24時間

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1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1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2条1丁目 始発～終電

札幌市西区 TSUTAYA　札幌琴似店 北海道札幌市西区琴似4条1-1-1　コルテナⅠ1F 8:00～25:00

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　二十四軒店 北海道札幌市西区二十四軒4条1-2-20 9:00～24:00

札幌市西区 サツドラ　発寒5条店 北海道札幌市西区発寒5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6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3条2-5-1 9:00～22:00

札幌市中央区 サツドラ　南11条店 北海道札幌市中央区南11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13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14条西15-2-12 9:00～21:45

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8条西23-4-1 9:00～21:50

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10条西19-36-190 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11条西15丁目 始発～終電

札幌市東区 サツドラ　伏古10条店 北海道札幌市東区伏古10条5-2-7 9:00～22:00

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6条3-4-17 24時間

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10条東17-1 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37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42条東15丁目 始発～終電

札幌市東区 サツドラ　北8条店 北海道札幌市東区北8条東4-19-24 10:00～24:00

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9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2条2-1-1 24時間

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2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2条11-3-16 24時間

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1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2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2条2-3-3 9:00～22:00

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3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1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3条2-1-35 10:00～24:00

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2条10-11 24時間

札幌市北区 ヤマト運輸　新琴似センター 北海道札幌市北区新琴似1条1-4-20 24時間

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9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9条3-1-1 9:00～23:00

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23条西4-2-1 6:00～23:40
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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32条西2-1-18 24時間

札幌市北区 サツドラ　麻生北35条店 北海道札幌市北区北35条西4-2-15 9:00～22:00

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39条西4-320 6:00～18:30

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

石狩市 ヤマト運輸　花川センター 北海道石狩市花川東1条3-4-1 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

帯広市 ヤマト運輸　帯広南センター 北海道帯広市西10条南34-1 24時間

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

帯広市 サツドラ　春駒通店 北海道帯広市西18条南4-63-8 10:00～24:00

帯広市 サツドラ　帯広西19条店 北海道帯広市西19条南2-29-15 9:00～21:45

帯広市 ヤマト運輸　帯広中央センター 北海道帯広市西8条南9-12-2 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 ヤマト運輸　帯広東センター 北海道帯広市大通南26-14 24時間

帯広市 サツドラ　帯広東店 北海道帯広市東5条南11-6 10:00～21:00

帯広市 サツドラ　白樺店 北海道帯広市白樺16条西2-7-7 10:00～24:00

稚内市 サツドラ　稚内中央店 北海道稚内市中央2-14-23 9:00～21:45

中川郡池田町 サツドラ　池田店 北海道中川郡池田町字利別南町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2-924-9 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 ヤマト運輸　函館港町センター 北海道函館市港町1-20-2 24時間

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 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 9:00～24:00

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 9:00～24:00

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 9:00～24:00

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

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2-1-9 24時間


