
エリア 設置場所 住所 利用可能時間

さいたま市浦和区 ドラッグセイムス　浦和岸町店 埼玉県さいたま市浦和区岸町6-9-1 9:00～21:00

さいたま市浦和区 ヤマト運輸　さいたま岸町7丁目センター 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-5-21 24時間

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

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

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

さいたま市浦和区 コモディイイダ　北浦和店 埼玉県さいたま市浦和区木崎1-4 9:00～21:45

さいたま市浦和区 ウエルシア　浦和木崎店 埼玉県さいたま市浦和区木崎1-7-27 9:00～24:00

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 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　さいたま堀の内センター 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵503-1 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 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 24時間

さいたま市見沼区 ウエルシア　さいたま南中野店 埼玉県さいたま市見沼区南中野801-1 24時間

さいたま市見沼区 セブン-イレブン　さいたま南中野店 埼玉県さいたま市見沼区南中野817-2 24時間

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 日商岩井北浦和マンション　B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 ヤマザキショップぶんしょうどう 埼玉県さいたま市桜区西堀5-6-18 24時間

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

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 24時間

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 24時間

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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 10:00～21:45

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大字水判土字観音前17-1 24時間

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 フードガーデン　櫛引店 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-779-1 9:00～21:45

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 レオパレス21　クレイノポスタ 埼玉県さいたま市大宮区寿能町2-237-2 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 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 奥墨酒店 埼玉県さいたま市中央区下落合5-2-1 24時間

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 ウエルシア　さいたま与野店 埼玉県さいたま市中央区本町東6-14-14 9:00～24:00

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

さいたま市中央区 ヤマト運輸　さいたま鈴谷センター 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-4-9 24時間

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 リカーショップわたなべ 埼玉県さいたま市南区四谷2-6-21 24時間

さいたま市南区 ウエルシア　中浦和店 埼玉県さいたま市南区鹿手袋2-13-19 9:00～24:00

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 クリーニングショップ　いせき 埼玉県さいたま市南区沼影2-9-6 24時間

さいたま市南区 セブン-イレブン　さいたま太田窪店 埼玉県さいたま市南区太田窪2339-6 24時間

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 Big-A　浦和辻店 埼玉県さいたま市南区辻2-3-28 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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 まつばら酒店 埼玉県さいたま市北区宮原町2-16-1 24時間

さいたま市北区 Big-A　宮原店 埼玉県さいたま市北区宮原町2-25-3 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 レオパレス21　クレイノアーバン大宮 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-941-3 24時間

さいたま市北区 レオパレス21　クレイノケンズ フォレスト 埼玉県さいたま市北区今羽町16-14 24時間

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 JR東日本　土呂駅 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目 始発～終電

さいたま市北区 マルエツ　大成店 埼玉県さいたま市北区東大成町1-507 24時間

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 10:00～21:30

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 ヒカリマーク 埼玉県さいたま市北区日進町2-1735-2　オプティ日進1F 24時間

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 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 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大字間宮字中622-1 24時間

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　東浦和薬局 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

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
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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 24時間

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 24時間

ふじみ野市 Big-A　上福岡福岡店 埼玉県ふじみ野市福岡3-2-16 24時間

ふじみ野市 ベルク　大井緑ヶ丘店 埼玉県ふじみ野市緑ヶ丘1-5-8 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 ウエルシア　羽生下岩瀬店 埼玉県羽生市大字下岩瀬298 9:00～24:00

羽生市 ヤマト運輸　羽生南センター 埼玉県羽生市大字北袋字西28-1 24時間

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

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

越谷市 ヤマト運輸　越ヶ谷センター 埼玉県越谷市大字増森1780 24時間

越谷市 マミーマート　弥十郎店 埼玉県越谷市大字弥十郎554-1 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7-75-1 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7-78-1 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 ヤマト運輸　越谷弥十郎センター 埼玉県越谷市弥十郎502-1 24時間

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 東武ストア　桶川店 埼玉県桶川市若宮1-5-2 9:00～22:00



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

桶川市 ヤマト運輸　桶川坂田センター 埼玉県桶川市大字坂田767-1 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ｰ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　吉川店 埼玉県吉川市栄町699 24時間

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 ライフ　吉川駅前店 埼玉県吉川市保1-13-3 9:30～24:00

吉川市 JR東日本　吉川駅 埼玉県吉川市木売1丁目 始発～終電

久喜市 マミーマート　栗橋店 埼玉県久喜市伊坂1368-4 24時間

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　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 JR東日本　東鷲宮駅 埼玉県久喜市西大輪326 始発～終電

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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 西武プロパティーズ　エミオ狭山市 埼玉県狭山市入間川1-1-1 24時間

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

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 9:30～21:00

熊谷市 マンマチャオ　熊谷銀座店 埼玉県熊谷市銀座4-2-19 24時間

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 ベルク　上之店 埼玉県熊谷市上之2138 9:00～24:00

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 快活クラブ　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 24時間

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

熊谷市 マミーマート　籠原店 埼玉県熊谷市大字新堀新田523 24時間

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 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 ハローストレージ　戸田公園 埼玉県戸田市下前1-2 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 レオパレス21　クレイノリバーサイドⅡ 埼玉県戸田市川岸3-7-5 24時間

戸田市 ウエルシア　戸田新曽店 埼玉県戸田市大字新曽1803-1 9:00～24:00

戸田市 JR東日本　北戸田駅 埼玉県戸田市大字新曽字芦原 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 セブン-イレブン　戸田本町1丁目店 埼玉県戸田市本町1-5-5 24時間

戸田市 JR東日本　戸田公園駅 埼玉県戸田市本町4丁目 始発～終電

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 埼玉県幸手市大字上高野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

幸手市 セブン-イレブン　幸手東5丁目店 埼玉県幸手市東5-1-36 24時間



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

幸手市 ベルク　幸手南店 埼玉県幸手市南2-6-10 9:00～23:00

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 24時間

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　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　BH行田店 埼玉県行田市門井1-35-5 24時間

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 セブン-イレブン　鴻巣赤見台店 埼玉県鴻巣市赤見台2-16-1 24時間

鴻巣市 ヤマト運輸　鴻巣吹上センター 埼玉県鴻巣市大字袋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

坂戸市 コモディイイダ　坂戸にっさい店 埼玉県坂戸市にっさい花みず木4-16 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 Big-A　坂戸入西店 埼玉県坂戸市にっさい花みず木4-6-1 24時間

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 埼玉県坂戸市大字塚越1141-1 24時間

坂戸市 ヤマト運輸　坂戸中央センター 埼玉県坂戸市大字塚越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 ウエルシア　坂戸八幡店 埼玉県坂戸市八幡2-1-33 9:00～24:00

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 埼玉県三郷市戸ヶ崎2-243-5 9:00～21:45

三郷市 ベルク　三郷戸ヶ崎店 埼玉県三郷市戸ヶ崎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2-328-1 24時間

三郷市 レオパレス　クレイノルナ ルミエール三郷 埼玉県三郷市三郷3-4-1 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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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　三郷団地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1-3-40 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 9:00～21:45

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大字七本木字三軒後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　魚悦豊春店 埼玉県春日部市下蛭田278 9:00～21:00

春日部市 ヤマト運輸　春日部金崎センター 埼玉県春日部市金崎859-2 24時間

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 ヤマト運輸　春日部大場センター 埼玉県春日部市大字大場字永島1696-1 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 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1-2314-1 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668-1 24時間

所沢市 ヤマト運輸　所沢坂之下センター 埼玉県所沢市亀ケ谷199-5 24時間

所沢市 快活クラブ　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 埼玉県所沢市狭山ヶ丘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 24時間

所沢市 いなげや　所沢西武園店 埼玉県所沢市荒幡1359-17 9:30～21:45

所沢市 ヤマト運輸　所沢三ケ島センター 埼玉県所沢市三ヶ島5-857-1 24時間



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 ウェルパーク　所沢小手指店 埼玉県所沢市小手指1-38-5 10:00～21:30

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 ヤマト運輸　東所沢センター 埼玉県所沢市松郷160-1 24時間

所沢市 auショップ　所沢陸橋通り 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 ハローストレージ　所沢パート3 埼玉県所沢市上新井3-11 24時間

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 ヤマト運輸　所沢山口センター 埼玉県所沢市大字荒幡字東本村114-1 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 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 いなげや　上尾沼南駅前店 埼玉県上尾市原市中1-1-8 9:00～21:00

上尾市 快活クラブ　上尾春日店 埼玉県上尾市春日1-16-8 24時間

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 ウエルシア　上尾春日店 埼玉県上尾市春日1-48-2 9:00～24:00

上尾市 レオパレス21　クレイノ新グリーンハイツ 埼玉県上尾市小泉2-3-1 24時間

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 24時間

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 埼玉県上尾市大字上野字冨士645-1 24時間

上尾市 ウエルシア　上尾大谷本郷店 埼玉県上尾市大字大谷本郷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東側入口付近 24時間

上尾市 ヤマト運輸　上尾中妻センター 埼玉県上尾市中妻1-15-1 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 ヤマト運輸　上尾平塚センター 埼玉県上尾市平塚206-1 24時間

上尾市 ウエルシア　上尾本町店 埼玉県上尾市本町5-10-26 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店 埼玉県上尾市本町5ｰ16ｰ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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

新座市 いなげや　大泉学園店 埼玉県新座市栄4-1-26 9:30～23:00

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 10:00～21:30

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 ガーデン　新座店 埼玉県新座市野火止8-5-35 24時間

新座市 いなげや　新座野寺店 埼玉県新座市野寺2-6-38 9:30～23:00

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2839-1 9:00～21:30

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ｰ15 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 ヤオコー　深谷国済寺店 埼玉県深谷市大字国済寺字並木道西522-3 9:00～21:00

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

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

深谷市 ヤマト運輸　深谷中央センター 埼玉県深谷市大字西大沼136-1 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 9:00～21:45

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 9:00～21:00

川越市 セブン-イレブン　川越西笠幡店 埼玉県川越市笠幡3845-19 24時間

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 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 ヤマト運輸　川越こづつみセンター 埼玉県川越市小堤327-2 24時間

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 24時間



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

川越市 いなげや　川越新河岸店 埼玉県川越市大字砂新田89-1 10:00～21:00

川越市 セブン-イレブン　川越石田店 埼玉県川越市大字石田615-1 24時間

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

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

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 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　川越まとばセンター 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 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 セブン-イレブン　川口安行原店 埼玉県川口市安行原2164 24時間

川口市 ガーデン　川口安行店 埼玉県川口市安行原761-1 24時間

川口市 マミーマート　川口安行店 埼玉県川口市安行藤八562 24時間

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 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　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 レオパレス21　クレイノオカムラハイツ6 埼玉県川口市元郷5-7-23 24時間

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 24時間

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　川口上青木西店 埼玉県川口市上青木西2-13-14 24時間

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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

川口市 Big-A　西川口店 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 セブン-イレブン　川口西立野店 埼玉県川口市川口都市計画事業石神西立野特定土地区画 24時間

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 セブン-イレブン　川口青果市場入口店 埼玉県川口市大字安行原字半縄下141-1 24時間

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

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

川口市 Big-A　川口伊刈店 埼玉県川口市大字伊刈字中通116 24時間

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

川口市 ヤマト運輸　川口辻センター 埼玉県川口市大字辻871-1 24時間

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

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 ニッポンレンタカー　東川口 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 大型コインランドリーつばさ 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-3-19 24時間

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

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 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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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大字桜沢字二ツ塚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大字長瀞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 埼玉県秩父市大字上影森字下原753-7 24時間

秩父市 ウエルシア　秩父影森店 埼玉県秩父市大字上影森字原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 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 コモディイイダ　朝霞店 埼玉県朝霞市本町1-10-4 9:00～21:45

朝霞市 マルエツ　朝霞店 埼玉県朝霞市本町1-12-10 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 9:00～21:00

鶴ヶ島市 ベルク　脚折店 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　松ヶ丘店 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘1-14-1 24時間

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 東武鉄道 東上線　鶴ヶ島駅 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷18-5 始発～終電

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

鶴ヶ島市 ヤオコー　鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市鶴が丘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

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 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 マミーマート　松山町店 埼玉県東松山市松山町3-5-11 24時間

東松山市 ベルク　東松山新郷店 埼玉県東松山市新郷49-1 24時間

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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

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

東松山市 ヤマト運輸　東松山新郷センター 埼玉県東松山市大字石橋字下宿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 埼玉県東松山市大字石橋字雉子山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595 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 ヤマト運輸　日高武蔵台センター 埼玉県日高市大字猿田字神明41-1 24時間

日高市 ヤオコー　高麗川店 埼玉県日高市大字鹿山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 セブン-イレブン　三芳藤久保東店 埼玉県入間郡三芳町藤久保333-1 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 24時間

入間郡三芳町 ヤマト運輸　埼玉上富センター 埼玉県入間郡三芳町北永井74-1 24時間

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大字川角字西原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900-1 9:30～22:00

入間市 西武プロパティーズ　西武入間ペペ 埼玉県入間市河原町2-1 24時間

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 9:00～21:00

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 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 ヤマト運輸　入間ぶしセンター 埼玉県入間市大字新光120-1 24時間

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　八潮店 埼玉県八潮市大瀬1-1-3 7:00～24:00

八潮市 Big-A　八潮店 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 オイコス八潮 埼玉県八潮市八潮1-31-10 24時間

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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 マミーマート　飯能武蔵丘店 埼玉県飯能市大字飯能1038-6 24時間

飯能市 ヤマト運輸　飯能南町センター 埼玉県飯能市大字落合388-1 24時間

飯能市 西武プロパティーズ　西武飯能ペペ 埼玉県飯能市仲町11-21 7:00～22:00

飯能市 ヤオコー　飯能店 埼玉県飯能市東町32-1 9:00～21:00

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

比企郡ときがわ町 ヤマト運輸　埼玉鳩山センター 埼玉県比企郡ときがわ町玉川1155 24時間

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大字下細谷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 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 ヤマト運輸　埼玉小川センター 埼玉県比企郡小川町大字高谷字日影山2651-1 24時間

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字大塚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大字上伊草1612 9:00～24:00

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大字平沼852-1 24時間

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

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　富士見鶴瀬駅西口店 埼玉県富士見市大字鶴間2615-2 9:00～24:00

富士見市 Big-A　富士見鶴瀬西店 埼玉県富士見市大字鶴馬字下郷3493 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　富士見鶴馬店 埼玉県富士見市鶴馬3-32-22 9:00～24:00

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 9:00～22:00

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字大川戸字神明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 マミーマート　杉戸店 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野字浅間前313-72 24時間

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ｰ188ｰ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小室9800-1 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大字小室9477 9:00～24:00



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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4-63 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 ヤマト運輸　本庄中央センター 埼玉県本庄市大字東五十子字赤坂659 24時間

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 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　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 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 ヤマト運輸　蓮田閏戸センター 埼玉県蓮田市大字閏戸字東谷719-1 24時間

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

蓮田市 JR東日本　蓮田駅 埼玉県蓮田市本町 始発～終電

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

蕨市 Big-A　蕨塚越店 埼玉県蕨市塚越3-5-5 24時間

蕨市 セブン-イレブン　蕨塚越5丁目店 埼玉県蕨市塚越5-39-14 24時間

蕨市 セブン-イレブン　蕨北町店 埼玉県蕨市北町3-8-25 24時間

蕨市 マルエツ　蕨北町店 埼玉県蕨市北町5-4-32 24時間


