
滋賀県
エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

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

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

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 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 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 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

京都府
エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 ウエルシア　宇治伊勢田店 京都府宇治市伊勢田若林57 9:00～24:00

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 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 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蓮池168-1 9:00～21:00

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地先 始発～終電

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

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大字西一口小字西池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

京田辺市 JR西日本　松井山手駅 京都府京田辺市山手中央70 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 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　34番地1 24時間

京都市右京区 ヤマト運輸　京都壬生センター 京都府京都市右京区西院西寿町20-4 24時間



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 レオパレス21　鳴滝 京都府京都市右京区鳴滝中道町4-1 24時間

京都市下京区 西日本JRバス　京都駅バスチケットセンター 京都府京都市下京区塩小路町902 6:00～23:00

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 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町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 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　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 全日食チェーン　洛西大枝店 京都府京都市西京区大枝西新林町5-1-2 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4-1 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　京都吉祥院センター 京都府京都市南区吉祥院稲葉町24 24時間

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 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　大宮七条センター 京都府京都市南区上鳥羽高畠町36・37番地 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 京阪電気鉄道　中書島駅 京都府京都市伏見区霞島矢倉町59 始発～終電

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 9:00～21:45

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 京阪電気鉄道　六地蔵駅 京都府京都市伏見区桃山町中島町2 24時間

京都市北区 ヤマト運輸　京都衣笠センター 京都府京都市北区衣笠北荒見町4 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 ヤマト運輸　城陽寺田センター 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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

大阪府
エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 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 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

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　河内長野滝谷店 大阪府河内長野市木戸3-30-17 9:00～23:00

貝塚市 南海電鉄　貝塚駅 大阪府貝塚市海塚1-1-1 始発～終電

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 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 アカカベ　Drg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　高槻高西店 大阪府高槻市高西町6-7 9:00～24:00

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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

高槻市 ヤマト運輸　高槻番田センター 大阪府高槻市番田1-12-7 24時間

堺市堺区 南海電鉄　三国ヶ丘駅 大阪府堺市堺区向陵中町2-7-1 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ヶ丘町6-6-43 9:00～24:00

堺市西区 JR西日本　上野芝駅 大阪府堺市西区上野芝町3-1 始発～終電

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 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 大阪府堺市東区堺日置荘西町2-19-22 9:00～24:00

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　竹城台センター 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 フレスポ　しんかな店 大阪府堺市北区新金岡町5-1-1 9:00～29:00

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 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 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 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

守口市 京阪電気鉄道　守口市駅 大阪府守口市河原町1-1 始発～終電

守口市 アカカベ　Drg守口店 大阪府守口市佐太東町1-38-9 24時間

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 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 9:00～24:00

寝屋川市 京阪電気鉄道　香里園駅 大阪府寝屋川市香里南之町19-1 24時間

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 京阪電気鉄道　寝屋川市駅 大阪府寝屋川市早子町16-11 24時間



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

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 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 ヤマト運輸　吹田泉町センター 大阪府吹田市泉町3-19-36 24時間

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 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 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 南海電鉄　金剛駅 大阪府大阪狭山市金剛1-1-1 始発～終電

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 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 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　市岡センター 大阪府大阪市港区波除1-4-77 24時間

大阪市此花区 阪神電車　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 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 レオパレス21　フリーダム 大阪府大阪市住吉区上住吉2-11-2 24時間

大阪市住吉区 TSUTAYA　長居駅前店 大阪府大阪市住吉区長居東4-7-8　岡安ビル2F 9:00～25:00

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　住之江駅 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 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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

大阪市生野区 近畿日本鉄道　今里駅 大阪府大阪市生野区新今里4-1-17 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 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 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 ヤマト運輸　西淀川中島センター 大阪府大阪市西淀川区百島1-3-93 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 9:00～23:00

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 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 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 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　東部市場センター 大阪府大阪市東住吉区今林4-8-24 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 レオパレス21　沙祐奈 大阪府大阪市東淀川区西淡路2-10-18 24時間



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 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 9:00～25:00

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 阪神電車　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 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 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 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 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

大阪市北区 ディアモール大阪 大阪府大阪市北区梅田1丁目ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ地下街ﾌｧｯｼｮﾅﾌﾞﾙｽﾄﾘｰﾄ脇 5:00～24:00

大阪市北区 阪神電車　梅田駅百貨店口 大阪府大阪市北区梅田3-1 始発～終電

大阪市淀川区 ヤマト運輸　淀川中央センター 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 ライフ　ＣＳ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　淀川北センター 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 OCAT　B1階ポンテ広場内(JR難波駅北出口） 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-1 始発～終電

大東市 アカカベ　Drg野崎店 大阪府大東市北条1-13-29 24時間

大東市 アカカベ　Drg津の辺店 大阪府大東市明海の里町1-70 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 フレスポ　東大阪店 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 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 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　長田店 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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

東大阪市 ウエルシア　東大阪新石切店 大阪府東大阪市弥生町2-43　新石切プラザ内 9:00～22:00

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 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

柏原市 近畿日本鉄道　河内国分駅 大阪府柏原市国分本町1-2-4 始発～終電

八尾市 セカンドストリート　八尾旭ヶ丘店（関西スーパー旭ヶ丘店西側） 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 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 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 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 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　豊中本町センター 大阪府豊中市勝部3-5-31 24時間

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 京阪電気鉄道　枚方市駅 大阪府枚方市岡東町19-14 始発～終電

枚方市 アカカベ　Drg桜丘店 大阪府枚方市桜丘町21-10 24時間

枚方市 アカカベ　Drg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 アカカベ　Drg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 アカカベ　Drg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 京阪電気鉄道　樟葉駅 大阪府枚方市楠葉花園町14-1 始発～終電

枚方市 京阪電気鉄道　牧野駅 大阪府枚方市牧野阪2-4-2 始発～終電



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

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 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 アカカベ　Drg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

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番 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

兵庫県
エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 阪神電車　芦屋駅 兵庫県芦屋市公光町　阪神芦屋駅　東改札口 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 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　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 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 兵庫県加古川市粟津100-1 8:00～24:00

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 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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 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

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 JR西日本　宝殿駅 兵庫県高砂市米田町神爪1-15-6 始発～終電

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　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

篠山市 ヤマト運輸　篠山吹新センター 兵庫県篠山市吹新58-2 24時間

篠山市 ヤマト運輸　篠山河原町センター 兵庫県篠山市西岡屋76 24時間

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 モナコ垂水１階駐車場　WASH＆FOLD神戸垂水店横 兵庫県神戸市垂水区小束山本町4-3-32 9:00～23:00

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　舞子坂店 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 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 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 7:00～23:00

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 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 阪神電車　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 阪神電車　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

神戸市東灘区 アイランド　北口駅 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目 始発～終電

神戸市東灘区 ヤマト運輸　神戸青木センター 兵庫県神戸市東灘区深江浜町51 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 阪神電車　大石駅 兵庫県神戸市灘区船寺通1-4-2 24時間



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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 阪神電車　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　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 ヤマト運輸　神戸北鈴蘭台センター 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山13-1 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字古々山31-1 8:00～22:00

神戸市北区 北神急行電鉄　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

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 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 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 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 9:00～22:00

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 ヤマト運輸　西宮鳴尾浜センター 兵庫県西宮市鳴尾浜2-7 24時間

西宮市 阪神電車　鳴尾駅 兵庫県西宮市里中町3-13-18 始発～終電

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 9:00～21:00

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



エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

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2017-1 24時間

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 関西スーパー　下坂部店 兵庫県尼崎市下坂部2-27-12 24時間

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 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 6:00～21:00

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 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 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 ウエルシア　尼崎東園田店 兵庫県尼崎市東園田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 24時間

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 JR西日本　立花駅 兵庫県尼崎市立花町1-1-1 24時間

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 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 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 なっとく洗濯工房 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 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

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3-7-1013 9:00～24:00

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 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

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 9:00～24:00

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字豆田281 9:00～22:00



奈良県
エリア 設置場所 住所 利用可能時間

磯城郡田原本町 ウエルシア　磯城田原本店 奈良県磯城郡田原本町千代1107 24時間

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 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

香芝市 ウエルシア　香芝磯壁店 奈良県香芝市磯壁3-61 9:00～24:00

生駒市 奈良先端科学技術大学院大学  附属図書館東側入口 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

生駒市 近商ストア　白庭台店 奈良県生駒市白庭台3-14-1 9:00～21:00

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

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 10:00～21:00

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

和歌山県
エリア 設置場所 住所 利用可能時間

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

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 ヤマト運輸　和歌山黒田センター 和歌山県和歌山市黒田159-1 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 10:00～21:00

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 7:00～23:00

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


