
B
A
N
K
に
つ
い
て

個
人
の
お
客
様
へ

個人のお客様へ

お客様のニーズにあったサービス・商品

お客様一人一人、ライフサイクルは様々で、お金を貯める方法も、使う目的もいろいろです。
当行では、県内の幅広いネットワークを活かして、より豊かな暮らしをサポートするためお客様のニー
ズにあったサービス・商品を提供しています。

税務相談の実施

相続税や所得税などの税務相談について、顧問税理士による個別相談を実施しています。

シルバーライフのお手伝い

当行では、年金制度に関する幅広い質問や、年金の手続き
方法についてお答えするため、専門の社会保険労務士による
年金相談会を定期的に開催しています。

また当行で年金をお受取りのお客様には金利を上乗せする
「うれし定期」のお取扱いや、お誕生日には、心ばかりのプ
レゼントをご用意しています。

さらに情報誌『ゆとり』を発行し、お客様に役立つ情報の提
供や、短歌・俳句の投稿欄を設け、広く交流の場としています。
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お金を貯める�

● スーパー定期預金�

● 自由引出型定期預金�

 「スーパーアルファ」�

● 貯蓄預金�

● アルファ積立定期預金�
 「積蔵」、「α Ready」�
● 年金受給者向金利優遇定期預金�
 「うれし定期」�

● 変動金利定期預金�

● 大口定期預金�

● 外貨預金�

● 投資信託�

● 国債�

お金を使う�

● 住宅ローン�
● 目的型ローン�
　「目的ローンアルファ2000」�
　「リフォームローン」�
　「マイカーローン」�
　「教育ローン」�
　「スピードローン」�
　「暮らしいきいきローン」�
● カードローン�

  「カードローンアルファ2000」�
  「EE500」�
　「アルファステップ100」�
　「そっけつくん」�
　「アルファカード10」�

便利に暮らす�

● スーパー総合口座�

● 給与振込�

● 年金振込�

● 年金相談会�

● 税務相談�

● 公共料金自動支払�

● アルファメールサービス�

● ATMサービス�
● 貯蓄預金スウィング�
  サービス�

● アルファダイレクト�
  バンキング�

あなたのホームバンクに�

（           ）�テレフォンバンキング、インターネット�

バンキング、モバイルバンキング�

実施店舗　　本店営業部・本八幡支店・船橋駅前支店・柏ローンプラザ
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ビジネスを発展させる上で最も重要なものは情報です。「α
BANKビジネスクラブ」では取引先の紹介やニュービジネスの紹介
等各種情報提供サービスを行っています。また、各種セミナーを通
じ、会員企業の人材育成や情報交換のお手伝いをしています。
また、平成12年6月には、当クラブのインターネットホームページを
リニューアルし、会員企業を紹介するサイトを新設するなど、中小企
業のIT化支援にも積極的に力を入れています。
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企業のお客様へ

ニーズに対応したサービス・商品

本格的な経済・産業構造の大変革の時代を迎え、企業を取り巻く経営環境は、大きく変化しています。
当行では、地域金融機関として、お客様の多様なニーズに積極的にお応えしています。
今後とも、千葉県の発展と経済の安定のため、県内のお客様のお役に立つ、サービス・商品の提供

に努めていくとともに、お客様の立場に立った情報提供・相談業務など的確なサポートを行っていきます。

・エレクトロニックバンキングサービス
データ伝送サービス、地方税納付サービス、代金回収サービス等

・信託業務
・各種情報提供サービス

αBANKビジネスクラブ、税務相談等

・預金業務
譲渡性預金（NCD）、大口定期預金、スーパー定期、外貨預金

・証券業務
債券先物、金融先物及びオプションの取次業務

・融資業務
手形割引、手形貸付、証書貸付、当座貸越、事業者ローン　
アパート事業者ローン、事業者カードローン、インパクトローン
代理貸付、各種制度融資

・証券業務
社債（私募債を含む）の受託
中小企業の資金調達手段の多様化に対応するため、保証協会保証付私募債
の取扱いも行っています。

・国際業務
輸出、輸入、保証などの貿易関連業務
海外送金、送金受取、外貨小切手取立・買取、外貨両替
外貨保証、先物為替予約などの外貨金融業務
信用調査、貿易・投資相談などの海外進出の支援

資金調達

資金運用

企業経営

海外取引
国際展開

主なサービス・商品ニーズ

αB A N K ビジネスクラブ

アルファ
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マイホーム応援団

マイホームの新築、増改築、借換え、住替えなど住宅に関するさまざまなニーズにお応えします。

4 つのローンプラザの営業でますます便利に

窓口の営業時間外および休日にも住宅ローン等のご相談・受付ができる店舗として新たに成田ローン
プラザをオープンしました。お近くのローンプラザにぜひご来店ください。
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京葉銀行ではお客様のライフステージごとの様々なニーズにお応えし、またより豊かな生活をバックア
ップするため各種ローンを取りそろえ、きめ細やかな対応でご相談をお受けしています。

マイホーム応援住宅ローン

マイホームを取得されるお客様に、諸経費や家
具等のインテリア購入資金も合わせて担保評価
額の120％以内、金額5,000万円までご利用いた
だける住宅ローンです。お気軽にご相談ください。

借換え応援住宅ローン

住宅取得資金のお借換えのほか、借換え時に
かかる諸費用や家具等インテリア購入資金も合
わせてご利用いただける住宅ローンです。お借
入金額は、5,000万円以内で、担保評価額の最大
200％以内かつ、担保不足額2,000万円までお申
込みいただけます。

住替え応援住宅ローン

現在のお住まいの住替え、建替えをされるお客
様で、住宅ローンの残債務があるためあきらめて
いたお客様にご利用いただける住宅ローンです。
お借入金額は、5,000万円以内です。担保評価額
の最大200％以内かつ、担保不足額2,000万円ま
でお申込みいただけます。

千葉ローンプラザ

営業日

営業時間

休業日

平日

9：00～17：00
1/1～1/3、5/3～5/5、12/29～12/31

土・日・祝日

9：00～17：00
千葉市中央区富士見1-11-11
京葉銀行本店となり

TEL043-221-1551 FAX043-225-2268

柏ローンプラザ

営業日

営業時間

休業日

平日

10：00～19：30
1/1～1/3、「ファミリかしわ」ビル休業日（原則水曜日）

土・日・祝日

10：00～19：30
柏市柏1-1-11
JR柏駅南口ファミリかしわビル2階
TEL0471-63-7272 FAX0471-63-5903

船橋ローンプラザ

営業日

営業時間

休業日

平日

9：00～19：00
12/31～1/3、毎週水曜日

土・日・祝日

10：00～17：00
船橋市本町6-7-1
JR船橋駅北口ANパークビル3階
TEL047-425-1187 FAX047-425-1185

成田ローンプラザ

営業日

営業時間

休業日

平日

9：00～17：00
12/31～1/3、毎週水曜日

土・日・祝日

9：00～17：00
成田市花崎町774-2
京葉銀行成田支店2階
TEL0476-24-7822 FAX0476-24-7823

住宅ローン残高の推移 （単位：百万円・件）

住宅ローン�
残高�

住宅ローン�
件数�

平成11年3月期�

440,000

420,000

400,000

380,000

360,000

340,000

320,000

38,000

37,500

37,000

36,500

36,000

35,500

438,029

369,519

402,297

平成12年3月期�平成13年3月期�

35,544

35,963

37,635
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ライフプランのお手伝い

■個人のお客様がご利用いただける主なローン一覧表

50万円～5000万円

10万円～500万円

100万円～700万円

10万円～300万円

10万円～300万円

10万円～500万円

10万円～300万円

50万円～300万円

50万円～2,000万円

10万円

10万・20万・30万・
50万・100万円

30万・50万円

100万円～500万円

50万円～1,000万円

土地・住宅の購入
住宅の新築・増改築
借換え・住替え

住宅の増改築
門扉・造園・上下水道
工事資金
住宅金融公庫等の
公的住宅資金、他行住宅
ローンの借換え

ご自由（事業資金を除く）

ご自由（事業資金を除く）

新車・中古車・自動二輪車
購入資金、車検費用等

高校・大学等に納付する
学費等

ライフステージに合った
生活必需資金

ご自由（事業資金を除く）

ご自由（事業資金を除く）

ご自由（事業資金を除く）

ご自由（事業資金を除く）

ご自由（事業資金を除く）

1年～35年

1年～10年

15年以内

1年～7年

1年～7年

6ヶ月～7年

1年～14年

1年～30年

1年
（自動更新）

1年
（自動更新）

3年
（自動更新）

1年
（自動更新）

2年
（自動更新）

購入する
土地・建物

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不動産又は
有価証券

不要

不要

不要

不要

自宅以外の
不動産

窓口

窓口

窓口

窓口
FAX

窓口
FAX

窓口
FAX

窓口
FAX

窓口

窓口・郵送
ATM

窓口
FAX

窓口・郵送
FAX・

インターネット

窓口

窓口

住宅ローン
（変動金利型）
住宅ローン
（固定金利指定型）
アルファバンク
リフォームローン
（無担保）

無担保住宅ローン

スピードローン

暮らしいきいきローン

マイカーローン

一般型
教育ローン

親子リレー型

目的ローン「アルファ2000」

カードローン
「アルファカード10」

カードローン
「アルファステップ100」

カードローン
「そっけつくん」

カードローン
「EE500」

カードローン
「アルファ2000」

名　　称 お使いみち ご融資金額 ご融資期間 担保
申込方法
店頭・FAX
ATM・郵送

豊かな生活をサポートするローン

無担保・有担保でご利用いただけるいろいろなローンをご用意し、お客様のご来店をおまちしてい
ます。一部のローンについては、窓口だけではなくインターネット・FAX・ATM・郵送でもお申込みにな
れます。
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※各種ローン等の利用にあたりましては、ご契約上の規定、ご返済方法（返済日、返済額など）、ご利用限度額、現在のご利用額、金利変動ルール等に十分
ご留意ください。



一般事業資金としてご利用いただけるご融資です。手形貸付、証書貸付、当座貸越、及び商業手
形などの割引を取扱っています。

事業資金

賃貸住宅の新築・
増改築資金　など

事業資金

中小企業金融公庫、日本政策投資銀行、社会福祉・医療事業団、国民生活金融公庫、
中小企業退職金共済事業団など。
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融資業務〈企業のお客様〉

当行は、豊かな地域社会作りに貢献することを基本に、地域への円滑な資金供給を通し、地域金融
機関として、コンプライアンスを尊重し、健全性を維持しつつ、地元企業・個人事業主のお客様の多様な
資金ニーズに迅速かつ、的確にお応えするため、様々な融資商品を取りそろえ、事業発展のお手伝い
をしています。
決算・賞与資金や仕入増加などの短期運転資金には、手形割引、手形貸付、当座貸越を、機械・機

器の導入、店舗・工場の新築・改装などの長期資金には「事業者ローン」をご用意しています。
また、千葉県並びに各市町村の制度融資、保証協会の保証付き融資も多くのお客様にご利用いた
だいています。さらに、中小企業金融公庫や国民生活金融公庫などの各種代理貸付の取扱いにより、
政府系金融機関からの資金調達のご要望にお応えしています。

平成13年3月期の千葉県内の貸出残高は、1兆
8,658億円、総貸出残高に対して、95.19％となり、
また、中小企業及び個人向けの貸出残高は、1兆
7,355億円、総貸出残高に対して、88.54％となって
います。今後とも、千葉県の発展と経済の安定の
ため、県内のお客様の資金ニーズにお応えできる
よう一層努力していきます。
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100万円以上

100万円～2,000万円

設備資金
設備内容により
最長30年以内

運転資金
最長15年以内

2年以内　更新可

不動産
有価証券

信用保証協会
利用可

名　称 お使いみち ご融資金額 ご融資期間 担保

貸出金残高の推移 （単位：億円）

貸出金�
残高�

中小企業・�
個人向貸出�
残高�

千葉県内�
貸出金�
残高�

20,500
20,000
19,500
19,000
18,500
18,000
17,500
17,000
16,500
16,000
15,500

平成12年3月期� 平成13年3月期�平成11年3月期�

19,600

17,355

18,658

20,147

17,399

18,895

19,599

17,448

18,502

＜千葉県＞　季節資金（中元、歳末）、中小企業振興資金各種、環境保全施設整備資金、農業近代化資金など。
＜市町村＞　市町村制度融資
＜諸団体＞　千葉県医師会斡旋融資、千葉県歯科医師会斡旋融資、千葉県私学教育振興会斡旋融資など。
＜提　携＞　各種諸団体との提携当座貸越制度など。

制度融資

一般ご融資・割引

事業者ローン

アパート事業者ローン

事業者カードローン

代理貸付業務



普通預金と貯蓄預金と定期預金、それにいざというときの定期預金を担保とした自動融資を1冊の通帳にセット。
公共料金、クレジットの自動支払い、給与、年金、配当金の自動受取、貯蓄預金とのスウィングサービス、積立
定期への自動積立など、いくつもの機能を1冊にまとめた便利な家計口座です。ご融資額は、総合口座にお預入
れの定期預金の90％以内（千円未満切り捨て）、最高200万円です。スーパーカードがあれば、ATMで簡単に普
通預金、貯蓄預金のお預入れ、お引出し、定期預金のお預入れ、ご解約ができて大変便利です。

いつでも出し入れ自由な預金です。公共料金、クレジットカードのお支払いや給
与、年金、配当金などの自動受取もできます。
10万円から残高に応じて金利が優遇される段階金利方式で、とりあえず使わな
いお金を有利に運用します。
ATMで米ドル建の外貨定期預金、外貨普通預金のお取引きがご利用いただけます。
アルファ外貨定期預金は自動継続型定期預金ですので、お書替の手続きは不要です。
まとまったお金の短期間の運用に有利です。
ご商売や事業をなさる方の代金決済口座。京葉銀行の小切手は、お客様の信用
を高めます。
納税のために日頃から準備しておく預金です。お利息は非課税扱いになってい
ます。
お預入から1ヶ月たてばお引き出しができて、しかもお預入れ期間が長ければ長
いほど金利がステップアップします。さらに、お利息は1ヶ月の複利計算ですので
とてもおトクです。一部引き出しもできます。
個人のお客様に限定した自由金利型定期預金。1年据置後は、1ヶ月前に通知いただ
ければ、満期日（引出し日）を指定でき、お預入れ金額の一部引出しもできます。
自由金利型定期預金。300万円からはお利息がさらにお得になります。満期日を
待たずにお利息を受け取れる利息分割受取型もご用意しています。
当行でご年金をお受け取りいただいているお客様を対象とした金利上乗せ商
品です。
お客様との相対契約で金利を決めさせていただく自由金利商品で、大口資金の
運用に最適です。

6ヶ月ごとに利率が変わる定期預金です。

通帳に抗菌加工を施し、プランニングページをセットした女性用の積立定期預金
です。

エンドレス型、自動継続型、満期確定型の3タイプがありますので、お客様の目的
に合わせてお選びください。

第三者に譲渡することができる預金で、まとまったお金の短期間の運用に有利
です。
お勤めの方の貯蓄、マイホームなど、財産づくりに有利な預金です。給与、ボーナスから天引きですので、手間
がかからず知らず知らずにまとまった「資金づくり」ができます。財形年金預金、財形住宅預金は、合わせて550
万円まで非課税の適用が受けられます。
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預金業務

京葉銀行では、多様化するお客様の資金運用ニーズにお応えするためさまざまな預金商品の開発や
ATMの機能アップなどの各種サービスの充実に努めています。

出し入れ自由

出し入れ自由

詳細は、28ページをご覧下さい。

7日以上

出し入れ自由

納税の際
引き出し

5年

3年

1ヶ月以上
5年以内

1年

1ヶ月以上
5年以内
1年以上
3年以内

1年

1年以上
3年以内

または期間の定めなし
1日以上
2年以内

1円以上

1円以上

5万円以上

1円以上

1円以上

1万円以上
（1円単位）

100円以上
（1円単位）

1万円以上
（1円単位）
1,000万円以上
（1円単位）
100円以上
（1円単位）
1,000円以上
1,000円単位

1,000円以上
1,000円単位

5千万円以上
（1,000万円単位）

普通預金
貯蓄預金
自由引出型定期預金
「スーパーアルファ」
期日指定定期預金
スーパー定期
大口定期預金
変動金利定期預金
（自動融資）

普通預金

貯蓄預金

アルファ外貨預金

通知預金

当座預金

納税準備預金

自由引出型定期預金
「スーパーアルファ」

期日指定定期預金

スーパー定期

うれし定期

大口定期預金

変動金利定期預金

女性向積立定期預金
「αReady」

アルファ積立定期預金
「積蔵」

譲渡性預金
（NCD）

財形預金

預金の種類 内　容 期　間 お預入額

ス
ー
パ
ー
総
合
口
座

預金残高の推移 （単位：億円）

個人預金�
残高�

資金量�
残高�

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
平成12年3月期�平成13年3月期�平成11年3月期�

16,655

22,937

17,563

23,379

18,497

23,606

（平成13年6月30日　現在）
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エレクトロニック・バンキングサービス

お客様のパソコンやFB専用端末機等と当行のコンピュータを電話回線で
接続し、お客様の事務合理化や資金管理の効率化にお役にたてるよう各種
のサービスを取りそろえています。
パソコンで稼働するファームバンキングソフトでは、各種の財務会計・給
与計算ソフトとのデータ連動しやすいようラインナップされています。また、
低価格で操作性がより簡単なFB専用端末機や多機能電話とも接続可能とな
っています。
今後とも高度化・多様化するお客様のニーズにお応えできるようエレクト
ロニック・バンキングの充実に積極的に取組んでいきます。

27

お客様の電話、ファクシミリ、パソコン等により、普通預金や当座預金のお取引デー

タを照会（残高、入出金明細等）したり、お振込（当日・予約）やご預金の振替をリアル

タイムで処理するサービスです。

お客様のパソコン等を利用し総合振込・給与振込・口座振替データを一括してあらか

じめ当行に伝送していただき、ご指定日にお振込や口座振替で代金を自動的に回収

のうえご指定口座へ一括して入金するサービスです。

また、売掛金消し込み管理にご利用可能な預金口座の取引内容通知（振込入金明細

等）もご利用いただけます。

社員の皆様の給与から天引きした個人住民税納付明細をデータ伝送等でご送付して

いただき、当行がお客様に代わって納付手続きを行うサービスです。

お客様の本社や支社・出張所などの間の資金の集中や配分を自動的に行うサービス

です。

お客様に代わり、預金口座振替の方法により売掛金や各種会費等を回収するもの

で「C-NET代金回収サービス」と㈱京葉銀カードが行う「集金代行サービス」があり

ます。

お客様のパソコン等と第二地方銀行データ伝送システム（SDS）のSDSセンターと

を直接接続し、各第二地方銀行本支店にある口座のお取引明細や預金残高をまとめ

て提供するサービスです。

アンサーサービス

データ伝送サービス

個人住民税納付サービス

資金集中配分サービス

代金回収サービス

マルチバンクレポートサービス

内容サービス名

■主なサービスのご案内

※サービスについてのご相談は、京葉銀行ホットライン 0120-44-0741をご利用下さい。



取扱店は36ページから39ページの地域別店舗一覧をご覧下さい
また取扱店以外の店舗でも取次ぎを行っていますのでご相談下さい
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お客様の資産運用方法の多様化にお応えする商品の1つとして、平成12
年4月よりATMでお取扱いのできる「アルファ外貨預金」を発売しています。
1冊の通帳の中に外貨普通預金と外貨定期預金がセットされ、お持ちの円
預金（総合口座）との間でお預入れ、お引出しのできる「米ドル建の外貨預
金」です。さらに、平成12年7月からは、店舗外に設置のATMでもお取引
が可能となっています。（一部、お取扱いのできない機種がありますのでご
注意ください。）

28

国際業務

お客様の外貨建商品に対する関心がますます高まる中、当行は、平成12年4月よりATMでお取扱い
のできる「アルファ外貨預金」を発売いたしました。また、従来からご利用いただいています輸出入業務、
海外送金業務につきましても様 な々ネットワークを利用し、一層のサービス向上に努めています。
さらに、成田空港の外貨両替業務窓口につきましては、これまで第2旅客ターミナルビル1階入国ロビー

でご利用いただいていましたが、平成13年4月1日に同ビル3階の出国ロビーへ移転しました。現在、同ビ
ルサテライトに設置の窓口と合わせ2ヶ所で営業を行っています。

輸出信用状の通知、輸出手形の買取、取立や輸出用製品生産のためのご融資等をお取扱

いしています

輸入信用状（L／C）の発行、輸入ユーザンス、輸入取立手形の決済、輸入代金のご送金
等をお取扱いしています

前受金返還保証や入札保証、関税納付保証等をお取扱いしています

ご送金される地域の銀行を支払場所とする銀行小切手を発行いたします

海外のお受取人口座への送金をお取扱いしています

海外からの送金を京葉銀行のお取引口座でお受取りできます

お受取になった外貨小切手の取立・買取をお取扱いしています

米ドルなど主要外国通貨の売却と買取をお取扱いしています

旅行小切手（T／C）の売却と買取をお取扱いしています
主要外国通貨建てのご預金をお取扱いしています

主要外国通貨建てのご融資をお取扱いしています

スタンドバイ信用状の発行等、現地借入保証や各種保証業務をお取扱いしています

輸出入取引や外貨金融などにかかわる外国為替の先物予約取引をお取扱いしています

東京金融先物取引所の米ドル短期金利先物及び米ドル日本円通貨先物の取次ぎを行って

います

海外企業の信用調査等をお取扱いしています

海外市場、貿易事情調査のご相談等を行っています

ファックス等により金融情報をご提供しています

7ヶ店
75ヶ店

輸出関係

輸入関係

外国為替関係保証

送金小切手

送金

送金受取

取立・買取

現金

旅行小切手（T／C）
外貨預金

外貨融資（インパクトローン）

外貨保証

先物為替予約

金融先物取引

信用調査

貿易、投資相談

金融情報サービス

外国為替取扱店

両替取扱店

内　容名　称

アルファ外貨預金

貿
易
関
連

海
外
送
金

両
替

外
貨
金
融

そ
の
他

小切手

（平成13年6月30日　現在）
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お客様の資産運用プランに応じて17本の投資信託を取りそろえています。当行の本支店の窓口で1万円から
購入することができます。（取扱商品については、下記投資信託商品一覧をご覧下さい）

国債等の公共債の売買業務を取扱っています。

預金の支払いの準備や資金運用のために、債券や株などの有価証券への投資を行っています。

お客様からの社債発行のご相談を受け、発行から償還までの事務手続を代行します。また、登録されている債

券の元金や利息のお支払いなどの事務を行っています。

金融先物・オプション取引及び証券先物・オプション取引をお客様が売買される注文に応じて取引所へお取次

ぎしています。価格変動リスクや金利変動リスクを回避する手段としてご利用いただけます。

投資信託業務

商品有価証券売買業務

有価証券投資業務

社債受託及び登録業務

金融先物取引等の受託業務

内　容取扱業務

■主な証券業務

●

●

●

●

●

●

●

●

MMF型

MMF型

国内債券型

国内債券型

国内債券型

内外債券型

バランス型

バランス型

バランス型

インデックス
型

国内株式型

国内株式型

国内株式型

国内株式型

国内株式型

国内株式型

国際株式型

内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指し安定運用を行います。

分配金は毎日決算を行い、1ヶ月分まとめて税金を差し引いた後自動的に再投資されます。
正午以前にご入金があった場合、取得日は当日になります。

正午を過ぎてご入金があった場合、取得日は翌営業日になります。

中期利付国債を中心とした公社債への投資により、安定した収益の確保を目指し安定運用を行います。

分配金は毎日決算を行い、1ヶ月分まとめて税金を差し引いた後自動的に再投資されます。
合計12本のファンド（1月～12月）で構成されており、毎月募集期間を設けて追加設定を行います。
国内公社債を主要投資対象とし、この他短期金融商品へも投資されます。

国内の公社債および短期金融商品を中心に投資し、安定した収益の確保を目指します。

募集時期により、A号、B号、C号の3本のファンドで構成されています。
内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指し安定運用を行います。

募集時期により、1号、2号、3号の3本のファンドで構成されています。
日本を含む先進主要国のソブリン債（国債および政府保証債）を中心とした優良

クレジットの債券に投資し、安定運用を行います。外貨建て資産については原則

として常時80％以上ヘッジし、為替リスクの低減を目指します。
米国短期金融マーケットへの投資により、利子等収益の確保と円安・米ドル高時

の為替益の享受により、好リターンの獲得を目指します。

30、50、70の3本のファンドを資金運用ニーズやライフプランによって選択でき、生涯を通じて長期投
資ができます。内外の株式・公社債へのバランス運用を行い、中長期の収益の獲得を目指します。

日経平均株価に連動することを目指す運用をします。

国内の優良成長株を中心に海外の株式にも投資し、信託財産の長期成長に重点

を置き、積極的な運用を行います。

国内の株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチにより長期的に安定

した信託財産の成長を目指します。

業種を問わず、また小型株から大型株まで幅広く将来高い成長が期待できる銘

柄を厳選して、国内の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。

国内の株式を主要投資対象とし、景気循環等の相場環境に応じてポートフォリオ

の性格を大胆に変更することにより、信託財産の成長を目指します。

国内の株式を主要投資対象とし、株価の割安性をベースに、企業の収益性、成長性、安定

性を総合的に勘案して銘柄を選定し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。

国内の株式を主要投資対象とし、中長期的な観点から、わが国の株式市場全体

（東証株価指数）の動きを上回る投資成果の獲得を目指します。

世界の株式及び債券に投資し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。

野村アセット

マネジメント

大和証券

投資信託委託

新光投信

UFJパートナー
ズ投信

東京三菱投信

投資顧問

大和証券

投資信託委託

野村アセット

マネジメント

興銀第一ライフ・

アセットマネジメント

ドイチェ・アセット・

マネジメント

第一勧業アセット

マネジメント

第一勧業アセット

マネジメント

東京三菱投信

投資顧問

フィデリティ投信

大和証券

投資信託委託

野村アセット

マネジメント

日興アセット

マネジメント

野村アセット

マネジメント

野村MMF
＜愛称：ひまわり＞

ダイワMMF

グリーン中期国債ファンド

公社債投信

メロディ

アタック・スリー

ノムラ・ボンド・インカム・

オープン

ドルマネーファンド

ドイチェ・ライフ・プラン

30/50/70
株式インデックスファンド

225

DKA株式オープン

東京三菱日本株アクティブオープン

＜愛称：ファーブル先生＞

フィデリティ日本成長株・

ファンド

アクティブ・ニッポン

＜愛称：武蔵＞

ノムラ・ジャパン・オープン

日興ジャパンオープン

＜愛称：ジパング＞

野村ワールドスターオープン

ファンド名 種類 特　徴（注1） 設定・運用積立（注2）

●投資信託商品一覧

（注1）お申込は、すべて1万円以上1円単位となり、分配金再投資コースのみとなります。
（注2）「積立」の「●」は、投資信託定時定額購入サービスの対象銘柄です。
お申込にあたっては、必ず「目論見書」をお読み下さい。

金融・資本市場の自由化・国際化およびわが国の記録的な低金利状況が進行
する中でお客様の資金運用の対象として投資信託商品への関心が高まってきてい
ます。当行では、お客様のライフプランにあった資産運用の選択肢の一つとして、
広範に高度化するお客様のニーズにお応えするため17種類の投資信託商品を
取り揃えています。
また、平成12年6月からは、このうち8種類のファンドを対象に積立サービスを
開始しました。

投資信託
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少子高齢化等の影響による公的年金等の改革に対し、公的年金を補充し、従業員の老後の保
障を手厚いものとするため企業年金制度を拡充することは、福利厚生の充実を図る上で不可欠
なものとなってきています。
当行では、信託銀行と代理店契約を締結し、年金制度に関するご相談を始め、各種信託業務
についての取扱いを行っています。

取扱業務 年金信託・特定贈与信託・公益信託・土地信託・動産信託・証券信託
代理店契約先三菱信託銀行・中央三井信託銀行・住友信託銀行
取扱店 本店営業部・船橋支店・市川支店・松戸支店・柏支店・成田支店・本町支店・

木更津支店（以上、8ヶ店）

（上記取扱店以外でも、お近くの取扱店にお取次ぎいたしますのでご相談下さい。）

国債・その他

資産の安全で有利な運用方法の一つとして、新規発行や既に発行された国債等の公共債の窓
口販売を行っています。
またお客様が現在保有されている債券の価格変動リスク、調達・運用資産の金利変動リスク
を回避する手段として、東京証券取引所や東京金融先物取引所への債券先物、金利先物および
オプションの取次ぎも行っており、お客様の多様化するニーズにお応えしています。

■信託代理店業務

●投資信託定時定額購入サービス

月々1万円から無理なく始
めることができ、積み立て
感覚で投資信託を少しずつ
ふやしていくことができます。�

月々1万円から�
始められます。�

一度お申し込みになれば、
後は預金口座から引落とし
投資信託を購入することに
なりますので、購入の都度
来店される必要は、ありま
せん。�

自動的に�
購入いたします。�

8種類のラインナップからご
希望のファンドをお選びい
ただけます。�
また、2種類以上のファンド
を組み合わせることも可能
です。�

8種類のファンドから�
お選びいただけます。�

投資信託は、株式や債券などの有価証券に投資しているため、価格変動があります。本サービスでは、
毎月定期的に投資信託を購入しますので、一度にまとめて購入する場合と比べて、購入コストを平
準化する効果があります。�
また、毎月一定額で投資信託を購入する「ドル・コスト平均法」という投資手法によるため、毎月一定
口数を購入する場合に比べて、平均購入単価を低く抑えることができます。�

 購入コストを平準化できます。�



無料
無料

105円
315円
無料
無料
無料
無料

315円
420円
ー
ー

105円
315円
無料
無料
無料
ー

210円
630円
630円
840円
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■為替手数料

振込手数料

送金手数料
代金取立手数料

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
1万円未満

1万円以上3万円未満
3万円以上

電信扱

電信扱

電信扱

電信扱

電信扱

文書扱

電信扱

電信扱

キャッシュカードと
振込カード併用
預金またはキャッシュ
カードのみご利用
テレフォンバンキング
（都度振込）
テレフォンバンキング（事前登録振込）、イン
ターネットバンキング、モバイルバンキング

普通扱
至急扱

ATM

アルファ
ダイレクト
バンキング

窓口（注1）

MT・FDご利用

FB

普通扱（送金小切手）
東京交換・県内交換・行内交換・当店券（注2）
隔地交換（注3）
上記以外の
個別取立

項　目 利用区分
京葉銀行あて

同一店内 他店
他行あて

■ATM時間外利用手数料

105円
無料

105円
105円
無料

105円
105円
105円
210円
105円
210円
105円
210円
210円
210円
105円
無料

105円
105円
無料

105円
105円
105円

18:00～18:45
18:45～18:00
18:00～21:00
18:00～19:00
19:00～14:00
14:00～21:00
19:00～17:00

営業開始から終了まで
18:00～18:45
18:45～18:00
18:00～21:00
19:00～14:00
14:00～17:00
19:00～17:00
19:00～17:00
18:00～18:45
18:45～18:00
18:00～21:00
18:00～19:00
19:00～14:00
14:00～21:00
19:00～17:00

営業開始から終了まで

平　日

土曜日

日曜日
祝　日

平　日

土曜日

日曜日
祝　日

平　日

土曜日

日曜日
祝　日

京葉銀行のキャッシュカード

提携金融機関・郵便局の
キャッシュカード
（「お振込」は第二地方銀行協会
会員行のみ）

項　目

項　目

キャッシュカードの種類

内　容

ご利用時間 手数料
キャッシュカードによる
「お引出し」・「お振込」

現金での「お振込」

ATM時間外利用手数料割
引サービス
（定期預金の残高に応じて、
ATM時間外利用手数料［1
回当り105円]が無料または
割引になります。）

定期預金200万円以上のお客様 無料
定期預金100万円以上200万円未満のお客様 半額（52円）
●ご本人名義の定期預金残高が100万円以上のお客様を対象とさせていただきます。
（複数のお取引店のお預入れ残高を合算することはできません。）
●当行のATMでの当行キャッシュカードによる「お引出し」と「お振込」が対象となります。
（共同CDおよびコンビニATM（イーネット）ご利用の場合を除きます。）

105円
210円
105円
315円
105円
315円
105円
210円
315円
525円
ー
ー

105円
315円
105円
105円
315円
420円

210円
420円
420円
630円
420円
630円
210円
420円
630円
840円
630円
840円
420円
630円
315円
420円
630円
630円

（注1）窓口には、総合振込依頼書による振込が含まれます。
※同一店内振込とは、受取口座のある店舗の窓口または、同店舗内に設置したATM（同店舗の店外ATMを含む）による振込を指します。ただし、アルファ
ダイレクトバンキング、FBの場合は振込資金払出口座と受取口座が同一店舗の場合を指します。
※コンビニATM（イーネット）での京葉銀行宛の振込は、全て他店扱いとなります。
※郵便局宛の振込は、キャッシュカードによるATMのご利用と預金振替による窓口のご利用に限ります。なお、手数料は「他行あて」の振込手数料と同一
になります。

（注2）手形期日まで銀行で保管するものに限ります。
（注3）隔地交換の詳細は窓口でおたずねください。

（注）ATMでの「お振込」では、利用手数料の他に、別途振込手数料が必要となります。

京葉銀行で年金をお受け取りのお客様が対象の金利上乗せ定期預金「うれし定期」をお預入れのお客様は、定期預金の
残高にかかわらず、ATM時間外利用手数料が無料になります。
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京葉銀行のキャッシュカードで、お買物やご飲食等のお支払いができます。手数料、年会費は無料です。お申込手続きは一切不要です。
お客様のお取引項目をポイントで集計し、その合計ポイントに応じて、手数料の優遇やローン金利の優遇をします。

ご自宅やオフィスにいながら、電話一本で銀行取引ができるサービスです。
インターネットを利用して銀行取引ができるサービスです。
携帯電話を利用して銀行取引ができるサービスです。
毎月一定金額の投資信託を購入するサービスです。
お客様の手形・小切手の署名判を事前に印刷するサービスです。
日銀、千葉県、東京都、市町村などの収納、及びビール券などの支払い。中退共等の代理業務。株式払込金の受入
代理業務、株式配当金・公社債元利金の支払い業務。信託代理店業務など。
お客様に代わって、国債などの保護預りを行っています。手数料は1ヶ月あたり105円です。
有価証券、預金証書、重要書類、貴金属などの保管にご利用ください。なお、金庫の大きさにより料金が異なります。
お客様のニーズにお応えして、当行の手持ち有価証券をお客様にお貸ししています。
公共工事の請負契約に対する金銭保証、高速道路通行料金等の別納に対する保証、宅地建物取引業法41条に基づ
く前金保証、商品の仕入れに対する支払承諾などを取扱っています。
国、地方公共団体、公社公団が発行する債券を引受け、これらの団体の資金調達に協力しています。
新規発行及び既発行の国債等の募集・販売を当行本支店の窓口で行っています。
毎月の給与やボーナスが会社から直接お客様の預金口座に振込まれるシステムです。給与やボーナスを早く、安全、確実に受取れます。
手続きは一度だけで簡単。あとは大切な年金が毎回きちんとお客様の預金口座に振込まれます。厚生年金、国民年
金など年金のお受取りは京葉銀行の預金口座をご指定ください。
配当金が直接お客様の預金口座に振込まれます。配当金受領証の未着や紛失がなく、安全、確実、スピーディーに受取れます。
電気、電話、水道、ガス、NHK受信料、公団・公営家賃などの公共料金のほか、各種税金、クレジットカード利用代金
などをお客様の口座から自動的にお支払いします。
夜間でも安全に売上代金をお預りする金庫です。1契約につき月額4,200円以上　取扱手数料（入金帳50枚綴1冊
あたり）硬貨を含む場合7,875円　紙幣のみの場合5,250円
郵送により口座開設や公共料金の自動支払、積立定期、ローン、クレジットカードなどのお申込みができます。お問い合わせは、

0120-46-0852（受付時間AM9:00からPM5:00ただし、土・日・祝日は除きます。）ダイレクトサービスセンターへどうぞ。
京葉銀行のキャッシュカードをお持ちになると、京葉銀行全店のほか、全国のMICS加盟の金融機関（都市銀行、信託銀行、全国
の地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、農協、県信連、労働金庫、信用組合）郵便局の現金自動支払機で現金が引き出せます。
イーネットのATMでお預入れ、お引出し、お振込ができます。
当行と郵貯との間で相互送金ができます。
住宅ローンご利用のお客様に長期火災保険をご用意しています。補償範囲が幅広く、保険料も割安な設定になっています。

デビットカードサービス
ポイントサービス

テレフォンバンキング
インターネットバンキング
モバイルバンキング

投資信託定時定額購入サービス
署名判印刷サービス

代理業務

保護預り業務
貸金庫サービス
有価証券の貸付業務

債務の保証（支払承諾）業務

公共債の引受
国債等公共債の窓口販売
給与振込

年金自動受取り

配当金自動受取り

公共料金等の自動支払

夜間金庫

アルファメールサービス

キャッシュサービス

コンビニATMサービス
郵貯との相互送金サービス
火災保険の窓口販売

項　目 内　容

■各種業務サービス（付帯業務・手数料）

全自動

半自動

据置（有人型）
※ご使用料はご指定の預金口座から半年ごとの自動支払いとなります。（前払い）
※ポイントサービスによる割引があります。
※貸金庫のサイズは店舗により若干異なります。
1回あたり50円（消費税は含まれておりません。）
・お申込時にお取り扱い契約期間分の手数料をまとめてお支払いいただきます。
・お振込は「文書扱」です。
・お振込の都度、別途振込手数料をご指定の預金口座より自動引落しさせていただきます。
自己宛小切手 1枚 525円
各種証明書 1通 420円
通帳・証書 1件 525円
カード 1枚 無料（紛失の場合1,050円）
ローンカード 1枚 525円

小型
中型
大型
小型
中型
大型

57～77×287×409
117～137×287×409

197×287×409
66×251×517

106×251×517
186×251×517

70×250×405

1,260円
1,942円
2,625円

945円
1,365円
2,047円

682円

貸金庫手数料

定額自動送金
取扱手数料

発行手数料

再発行手数料

項　目 貸金庫の種類 サイズ（高さ㎜×幅㎜×奥行㎜） 1ヶ月使用料

■その他の手数料

（注）※平日15:00以降と土・日・祝日の「お振込」は、翌営業日扱いとなります。 ※「お振込」は別途振込手数料が必要となります。
（注）※上記以外の手数料については、窓口にお問い合わせください。

各種サービス・手数料一覧

自
動
受
取
サ
ー
ビ
ス

アルファダイレクトバンキング

（平成13年6月30日　現在）
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■従業員の状況

2,121人
37歳1ヶ月
15年3ヶ月
431,434円

2,128人
37歳4ヶ月
15年6ヶ月
423,370円

2,066人
37歳9ヶ月

15年11ヶ月
419,131円

従業員数

平均年齢

平均勤続年数

平均給与月額

平成10年度 平成11年度 平成12年度

370人 387人 380人嘱託・臨時雇員

（注）1. 平均給与月額は、3月の税込定例給与（時間外勤務手当を含む）であり、賞与は含んでいません。
2. 従業員数には以下の嘱託及び臨時雇員は含んでいません。

取締役会長
（代表取締役）

吉成　儀

取締役副頭取
（代表取締役）

白井　敬二

取締役頭取
（代表取締役）

綿貫　弘一

専務取締役
（代表取締役）

干場　利久

常務取締役
宮本　光平

常務取締役
片桐　学而

常務取締役
保坂　清

常務取締役
須藤　一夫

■取締役
佐藤　正巳　　山田　英雄　　小島　信夫　　山口　精一　　石田　幸夫　　織戸　　勇　　大堀　政男

■常勤監査役　　　　　　　　　■監査役
石井　幸男　　遠藤　　昇　　　勝又　基夫　　土屋　郁雄　監査役　勝又基夫と土屋郁雄は、商法特例法第18条第1項に定める「社外監査役」です。

■常務取締役
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組織図

総 合 企 画 課 �

経 理 課 �

リス ク 管 理 室 �

人 事 課 �

検 査グ ル ー プ �

与信監査グループ�

総 務 課 �

管 財 課 �

お 客 様 相 談 室 �

法 務 室 �

支 店 課 �

営 業 企 画 課 �

ダイレクトサービスセンター�

営 業 渉 外 課 �

公 務 課 �

社会活動推進室�

E B グ ル ー プ �

広 報 課 �

審 査 課 �

債権管理グループ�

管 理 課 �

個 人 融 資 課 � オートコールセンター�

千葉ローンプラザ�

柏ローンプラザ�

船橋ローンプラザ�

成田ローンプラザ�

資 金 証 券 課 �

証 券 営 業 課 �

国 際 業 務 課 �

事 務 企 画 課 �

システム開発課�

システム運用課�

回 金 課 �

事務集中センター�

総 合 企 画 部 �

東 京 事 務 所 �

秘 書 室 �

人 事 部 �

検 査 部 �

総 務 部 �

資 産 査 定 室 �

営 業 統 括 部 �

営 業 開 発 部 �
常 　 務 �

専 　 務 �

副 頭 取 �

頭 　 取 �

会 　 長 �

株 主 総 会 �

取 締 役 会 �

監 査 役 �
監 査 役 会 �

常

務

会

�

融 資 第 一 部 �

融 資 第 二 部 �

個 人 融 資 部 �

証 券 国 際 部 �

事 務 部 �

本 店 営 業 部 �

支 　 店 �

審 査グ ル ー プ �

統 括グ ル ー プ �

（平成13年6月30日現在）�
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昭和57年
10月2日
昭和60年
2月13日
昭和63年
2月19日
平成元年

1月13日
平成7年
1月12日
平成8年
2月15日
昭和61年
4月11日
平成元年

1月13日
平成10年
3月16日

千葉市美浜区幸町1丁目6番5号
043-241-8511
千葉市美浜区幸町1丁目6番5号
043-242-0800
千葉市美浜区幸町1丁目6番5号
043-247-8115
千葉市中央区富士見1丁目11番11号
043-227-3022
千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番24号
043-248-9101
千葉市美浜区幸町1丁目6番5号
043-247-1200
千葉市中央区中央3丁目11番8号
043-222-1351
千葉市中央区本町3丁目2番6号
043-222-2131
千葉市中央区道場南1丁目2番8号
043-225-4811

当行で使用する用度品や消

耗品の調達業務。

当行の営業店後方事務の受

託業務。

当行の本支店間の用度品や

書類などの貨物輸送業務。

当行に対するパートタイマー

を主体とした人材派遣業務。

当行の貸出金に係る競売不

動産の競落業務。

現金・小切手等の整理及び

精査業務。

売掛債権の買取、金銭の貸

付及び債務の保証業務等。

ＶＩＳＡカードを中心とした

クレジットカード業務。

住宅ローンの保証及び担保

不動産の調査業務。

100％

100％

100％

100％

100％

100％

5％

5％

5％

－

－

－

－

－

－

6％

18％

19％
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グループ全体の組織図

当行では、多様化するお客様のニーズにお応えするため、グループ一体となり銀行業務を中心に金融
サービスを提供しています。

■関連会社

株式会社

京葉銀オフィスサービス

株式会社

京葉銀ビジネスサービス

株式会社

京葉トランスポート

株式会社

京葉銀キャリアサービス

株式会社

京葉銀メンテナンス

株式会社

京葉銀キャッシュサービス

株式会社

京葉銀ファイナンス

株式会社

京葉銀カード

株式会社

京葉銀保証サービス

会社名
資本金
（百万円）

設　立 住　所 事業内容
当行出資
比　　率

子会社等の
出資比率

（注）1. 当行出資比率は、当行が所有する株式の発行済株式の総数等に占める割合です。
（注）2. 子会社等の出資比率は、当該子会社の発行済株式に対する他の連結対象子会社が所有している株式の総数の割合です。

株式会社京葉銀オフィスサービス� （用度品・消耗品調達業務）�

株式会社京葉銀ビジネスサービス� （営業店後方事務受託業務）�

株式会社京葉トランスポート� （用度品・書類の輸送業務）�

株式会社京葉銀キャリアサービス� （人材派遣業務）�

株式会社京葉銀キャッシュサービス� （現金小切手整理精査業務）�

株式会社京葉銀メンテナンス� （競売不動産の競落業務）�

株式会社京葉銀ファイナンス� （金銭の貸付・債務保証業務）�

株式会社京葉銀カード� （クレジットカード業務）�

株式会社京葉銀保証サービス� （ローン保証業務・担保不動産評価業務）�

京
葉
銀
行�
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中央区
◎※本店営業部 260-0015 千葉市中央区富士見1-11-11 043(222)2121

（ホンテンエイギョウブ）

●※本町 260-0013 千葉市中央区中央3-11-8 043(222)1155
（ホンチョウ）

●※松ヶ丘 260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町245 043(264)7551
（マツガオカ）

●※蘇我 260-0842 千葉市中央区南町2-14-1 043(265)1331
（ソガ）

●※西千葉 260-0044 千葉市中央区松波2-12-3 043(253)1131
（ニシチバ）

無人店舗設置場所
県庁本庁舎5F ■ 川鉄病院

■ 県庁本庁舎5F JR千葉駅前
■ 県千葉支庁1F JR西千葉駅前
千葉市役所本庁舎1F 千葉そごう東館8F

■ 県警本部2F 千葉三越地下2F
■ 中央区役所5F トップマート都町店
■ 国立千葉病院 道場
■ 国立千葉東病院 ■ ポートスクエア2F
千葉社会保険病院 サンテール千葉1F
千葉大学医学部附属病院 川崎製鉄千葉製鉄所構内
京成千葉中央駅ビル

花見川区
●※幕張本郷 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷6-24-33 043(276)3211

（マクハリホンゴウ）

※新検見川 262-0025 千葉市花見川区花園1-14-5 043(274)2811
（シンケミガワ）

●※さつきが丘 262-0014 千葉市花見川区さつきが丘1-30 043(259)1321
（サツキガオカ）

●※こてはし台 262-0005 千葉市花見川区こてはし台5-9-5 043(259)2111
（コテハシダイ）

●※幕張 262-0032 千葉市花見川区幕張町6-75-2 043(272)5811
（マクハリ）

無人店舗設置場所
■ 花見川区役所1F JR幕張駅南口
こてはし南SC駐車場 サミットストア花見川店
ヤマザキデイリーストア朝日ヶ丘店脇 スーパーオカヤ花見川店

稲毛区
※みどり台 263-0023 千葉市稲毛区緑町1-8-12 043(247)8866
（ミドリダイ）

●※稲毛 263-0043 千葉市稲毛区小仲台2-5-2 043(251)0211
（イナゲ）

●※宮野木 263-0005 千葉市稲毛区長沼町267-3 043(250)0661
（ミヤノギ）

無人店舗設置場所
■ 稲毛区役所1F 京葉銀行研修所
■ メテオ1F 千葉大西千葉キャンパス

若葉区
●※千城台 264-0005 千葉市若葉区千城台北4-8-23 043(237)8221

（チシロダイ）

●※都賀 264-0026 千葉市若葉区西都賀3-4-5 043(253)1111
（ツガ）

無人店舗設置場所
■ 若葉区役所1F ラパーク千城台1F
フライツァイト都賀前 モノレール千城台駅そば

緑区
●※鎌取 266-0031 千葉市緑区おゆみ野3-5-1 043(292)3211

（カマトリ）

●※誉田 266-0005 千葉市緑区誉田町2-24 043(292)3111
（ホンダ）

●※土気 267-0066 千葉市緑区あすみが丘1-43-4 043(294)8611
（トケ）

無人店舗設置場所
■ 緑区役所1F ジャスコ鎌取店1F
■ 千葉県こども病院 鎌取ラ・ピア
■ 千葉リハビリテーションセンター ショッピングプラザいまい
土気あすみが丘とうきゅう2F

美浜区
◎※幕張テクノガーデン 261-0023 千葉市美浜区中瀬1-3 043(296)2121

（マクハリテクノガーデン）

※海浜幕張 261-0013 千葉市美浜区打瀬2-4パティオス1番街 043(211)0200
（カイヒンマクハリ）

●※稲毛海岸 261-0004 千葉市美浜区高洲1-21-1 043(278)0800
（イナゲカイガン）

無人店舗設置場所
■ 美浜区役所1F ■ プレナ幕張1F
■ 幕張免許センター ■ フェリア1F
■ 千葉市総合保健医療センター 京葉銀行幸町センター
■ 幕張メッセ2F マリンピア1F
ガーデンウォーク幕張1F パット稲毛プラザA
カルフール幕張1F

●※旭 289-2511 旭市イ2651-1 0479(62)1181
（アサヒ）

無人店舗設置場所
■ 旭サンモール2F

●※湖北台 270-1132 我孫子市湖北台3-1-3 0471(88)2221
（コホクダイ）

※天王台 270-1176 我孫子市柴崎台1-10-12 0471(85)2101
（テンノウダイ）

※新木 270-1112 我孫子市新木2031-1 0471(88)6411
（アラキ）

※布佐 270-1101 我孫子市布佐1-18-6 0471(89)4411
（フサ）

無人店舗設置場所
■ 我孫子市役所 東急ストア布佐店
湖北マイン エスパ我孫子店脇

●※本八幡 272-0023 市川市南八幡4-5-8 047(378)2511
（モトヤワタ）

※国分 272-0833 市川市東国分1-28-13 047(373)6111
（コクブン）

●※北方 272-0815 市川市北方2-6-8 047(336)1181
（キタカタ）

※行徳 272-0104 市川市本塩16-10 047(356)9111
（ギョウトク）

●※原木中山 272-0014 市川市田尻4-16-7 047(393)1511
（バラキナカヤマ）

●※市川 272-0034 市川市市川1-5-16 047(324)2121
（イチカワ）

無人店舗設置場所
市川妙典サティ1F ネッツトヨタ千葉市川大野店
シヨップス市川入口脇

●※市原 290-0056 市原市五井中央西2-13-12 0436(21)4361
（イチハラ）

※国分寺台 290-0073 市原市国分寺台中央1-5-1 0436(21)3111
（コクブンジダイ）

※ちはら台 290-0158 市原市ちはら台3-13-2 0436(52)3311
（チハラダイ）

※八幡 290-0062 市原市八幡214-1 0436(42)3131
（ヤワタ）

●※姉崎 299-0111 市原市姉崎545 0436(61)2333
（アネサキ）

※有秋台 299-0124 市原市有秋台東2-3 0436(66)3111
（ユウシュウダイ）

無人店舗設置場所
出光興産千葉製油所 ■ 市原市役所
青葉台ドラッグストアー与三郎前 ■ 住友化学工業千葉工場
JR五井駅西口 アピタ市原店1F
スーパーマルエイ四辻店

店　舗　名 郵 便 番 号 所　在　地 電 話 番 号

千 葉 市

旭 市

我 孫 子 市

市 川 市

市 原 市

出○は出張所、◎は外国為替取扱店、●は外貨両替店、※は住宅金融公庫取扱店、
■は共同キャッシュサービスコーナーです。

地域別店舗・無人店舗（店舗外現金自動設備）一覧
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●※印西 270-1327 印西市大森3870-3 0476(42)3231
（インザイ）

●※千葉ニュータウン 270-1348 印西市戸神字中峠504 0476(46)1311
無人店舗設置場所
ジャスコ千葉ニュータウン中央店1F

◎※浦安 279-0002 浦安市北栄1-12-23 047(351)2101
（ウラヤス）

●※新浦安 279-0011 浦安市美浜1-8-1 047(354)1001
（シンウラヤス）

●※浦安富岡 279-0021 浦安市富岡3-2-3 047(352)5151
（ウラヤストミオカ）

無人店舗設置場所
■ 浦安市役所 浦安市川市民病院
ショッパーズプラザ新浦安店1F
マリナイースト

◎※柏 277-0021 柏市中央町1-1 0471(67)6135
（カシワ）

●※北柏 277-0827 柏市松葉町4-5 0471(33)5611
（キタカシワ）

※つくしが丘 277-0072 柏市つくしが丘1-1-5 0471(75)0311
（ツクシガオカ）

●※南柏 277-0855 柏市南柏1-13-17 0471(45)9111
（ミナミカシワ）

※豊四季 277-0863 柏市豊四季185-1 0471(47)7666
（トヨシキ）

柏ローンプラザ 277-0005 柏市柏1-1-11 0471(63)7272
（カシワローンプラザ）

無人店舗設置場所
柏市役所本庁舎 国立がんセンター
東武新柏駅前 ■ NTT柏支店
JR南柏駅東口 セブンイレブン松葉町店隣
柏駅南口ファミリかしわビル2F ヨークマート新柏店
松ヶ崎ショッピングセンター

●※勝浦 299-5234 勝浦市勝浦173 0470(73)1231
（カツウラ）

無人店舗設置場所
■ 勝浦市役所

●※鎌ヶ谷 273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷1-5-36 047(443)3411
（カマガヤ）

無人店舗設置場所
ヨークマート鎌ヶ谷道野辺店 コープ鎌ヶ谷

●※鴨川 296-0001 鴨川市横渚707-6 0470(93)3111
（カモガワ）

無人店舗設置場所
■ 鴨川グランドホテル

●※木更津 292-0067 木更津市中央1-1-6 0438(23)7311
（キサラヅ）

※木更津東 292-0057 木更津市東中央3-2-14 0438(23)6311
（キサラヅヒガシ）

無人店舗設置場所
木更津グリーンシティ ■ 木更津商工会館1F
ショッピングセンター1F ■ 君津支庁

■ かずさアカデミアパーク ■ 君津学園正門脇
アピタ木更津店1F

●※君津 299-1144 君津市東坂田1-3-3-101 0439(52)9111
（キミツ）

※君津東 299-1162 君津市南子安4-32-1 0439(52)6811
（キミツヒガシ）

無人店舗設置場所
新日本製鉄君津製鉄所 アピタ君津店西口脇

●※志津 285-0855 佐倉市井野1422-4 043(489)2211
（シヅ）

※ユーカリが丘 285-0843 佐倉市中志津3-37-8 043(461)1021
（ユーカリガオカ）

※うすい 285-0837 佐倉市王子台3-1-1 043(461)7121
（ウスイ）

●※佐倉 285-0817 佐倉市大崎台1-3-2 043(486)3311
（サクラ）

佐倉山王 出○ 285-0807 佐倉市山王1-9-5 043(486)2231
（サクラサンノウ）

無人店舗設置場所
中志津中央商店街 マルエツ新志津店
京成ユーカリが丘駅南口 サンクス染井野店

●※佐原 287-0003 佐原市佐原イ537-2 0478(52)4191
（サワラ）

無人店舗設置場所
佐原市役所 サワラシティ1F

●※白井 270-1435 白井市清水口1-1-16 047(492)1881
（シロイ）

無人店舗設置場所
白井ラパモール前

●※長浦 299-0246 袖ヶ浦市長浦駅前3-3-2 0438(62)3113
（ナガウラ）

無人店舗設置場所
■ 千葉県袖ヶ浦福祉センター

●※館山 294-0045 館山市北条1820 0470(22)7611
（タテヤマ）

無人店舗設置場所
■ 安房支庁 館山ショッピングセンター

●※銚子 288-0056 銚子市新生町2-9-1 0479(22)5505
（チョウシ）

無人店舗設置場所
島田総合病院

●※東金 283-0802 東金市東金1393 0475(52)3171
（トウガネ）

無人店舗設置場所
新千葉CC サンピア2F
カクエイストア（レイクサイドヒル）

印　西　市 君　津　市

佐　倉　市

佐　原　市

袖　ヶ　浦　市

館　山　市

銚　子　市

東　金　市

浦　安　市

柏　市

勝　浦　市

鎌　ヶ　谷　市

鴨　川　市

木　更　津　市

出○は出張所、◎は外国為替取扱店、●は外貨両替店、※は住宅金融公庫取扱店、
■は共同キャッシュサービスコーナーです。

白　井　市
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●※江戸川台 270-0115 流山市江戸川台西1-2 0471(52)3151
（エドガワダイ）

※初石 270-0114 流山市東初石3-96-43 0471(54)5331
（ハツイシ）

※流山 270-0157 流山市平和台4-35-2 0471(50)1501
（ナガレヤマ）

無人店舗設置場所
江戸川台駅前東口商店街 流山運河駅前
松ヶ丘団地入口 ヨークマート江戸川台店

●※津田沼 275-0026 習志野市谷津1-17-27 047(477)1151
（ツダヌマ）

●※秋津 275-0025 習志野市秋津3-6-1 047(451)1121
（アキツ）

※藤崎 275-0017 習志野市藤崎3-12-16 047(478)8111
（フジサキ）

●※大久保 275-0012 習志野市本大久保3-9-24 047(473)3101
（オオクボ）

●※実籾 275-0002 習志野市実籾4-7-17 047(473)5111
（ミモミ）

無人店舗設置場所
日立製作所習志野工場 スーパーエクセル（香澄）
実籾スーパーオカヤ ヨークマート谷津店

◎※成田 286-0033 成田市花崎町774-2 0476(22)2545
（ナリタ）

●※成田西 286-0017 成田市赤坂2-1-17 0476(26)3911
（ナリタニシ）

無人店舗設置場所
成田赤十字病院 新東京国際空港第1貨物

■ ボンベルタ4F 代理店ビル1F
新東京国際空港第1旅客ターミナル 新東京国際空港第1旅客ターミナル
中央ビル1F 北ウイング4F
成田ユアエルム イオン成田ショッピングセンター

●※野田 278-0037 野田市野田689-1 0471(25)6611
（ノダ）

●※川間 270-0235 野田市尾崎853 0471(27)2611
（カワマ）

※梅郷 278-0022 野田市山崎1679-2 0471(23)1311
（ウメサト）

無人店舗設置場所
ヨークマート川間南店 ■ 野田市役所
野田ショッピングセンター郵便局前

※富津 293-0001 富津市大堀2197-1 0439(87)9711
(フッツ）

無人店舗設置場所
富津ショッピングセンター3F

◎※船橋 273-0005 船橋市本町4-34-12 047(422)9191
（フナバシ）

●※馬込沢 273-0048 船橋市丸山5-31-1 047(430)2411
（マゴメザワ）

●※中山 273-0035 船橋市本中山4-25-10 047(335)6101
（ナカヤマ）

●※船橋駅前 273-0005 船橋本町7-6-1 047(422)5501
（フナバシエキマエ）

●※二和向台 274-0805 船橋市二和東6-16-3 047(447)1171
（フタワムコウダイ）

※海神 273-0021 船橋市海神4-19-2 047(434)8181
（カイジン）

●※北習志野 274-0063 船橋市習志野台2-49-20 047(466)5131
(キタナラシノ）

※古和釜 274-0064 船橋市松が丘3-3-1 047(464)1011
（コワガマ）

●※高根 274-0063 船橋市習志野台1-1-3 047(462)1111
（タカネ）

●※船橋ローンプラザ 273-0005 船橋市本町6-7-1 047(425)1187

無人店舗設置場所
■ 船橋市役所 スーパーたつみ（馬込沢）
ららぽーとそごう入口脇1F 新京成北習志野駅西口
ららぽーとワン1F 咲ヶ丘寺尾ストアー前
大穴中央商店街通 ヨークマート咲ヶ丘店
夏見ショッパーズ1F 船橋中央病院
マックスバリュー新船橋店

●※松戸 271-0092 松戸市松戸1776 047(364)2171
（マツド）

※矢切 271-0087 松戸市三矢小台3-19-5 047(362)8011
（ヤギリ）

※松戸新田 270-2242 松戸市仲井町1-4 047(362)3211
（マツドシンデン）

●※北小金 270-0003 松戸市東平賀19-1 047(348)9001
（キタコガネ）

●※常盤平 270-2261 松戸市常盤平5-21-11 047(387)4111
（トキワダイラ）

五香 出○ 270-2251 松戸市金ヶ作408 047(388)2811
（ゴコウ）

無人店舗設置場所
JR松戸駅西口 いなげや松戸新田店

■ 東葛飾支庁 千葉大学園芸学部緑風会館
牧の原

●※茂原 297-0024 茂原市八千代2-1-1 0475(25)1161
（モバラ）

※茂原緑ヶ丘 297-0065 茂原市緑ヶ丘1-42-1 0475(22)1151
（モバラミドリガオカ）

無人店舗設置場所
日立製作所茂原工場 JR茂原駅東口
茂原アスモ ■ 長生支庁

■ 茂原市役所 スーパーデリシャス
カインズホーム茂原店

●※八街 289-1115 八街市八街ほ246-6 043(443)1321
（ヤチマタ）

無人店舗設置場所
パワーミヤスズ松林店 JR榎戸駅前
八街市役所前 ミヤスズ八街本店
八街ショッピングセンター1F カインズホーム八街店

●※八千代 276-0043 八千代市菅田2241-16 047(483)7156
（ヤチヨ）

無人店舗設置場所
■ 八千代市役所 ライフ八千代店1F
アピタ八千代店1F ヨークマート八千代村上店

習　志　野　市

成　田　市

野　田　市

富　津　市

船　橋　市

松　戸　市

茂　原　市

八　街　市

八　千　代　市

出○は出張所、◎は外国為替取扱店、●は外貨両替店、※は住宅金融公庫取扱店、
■は共同キャッシュサービスコーナーです。

流　山　市



八　日　市　場　市

四　街　道　市

大　網　白　里　町（山　武　郡）
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●※八日市場 289-2144 八日市場市イ2578-1 0479(72)1251
(ヨウカイチバ）

無人店舗設置場所
■ 八日市場市役所 ■ エイトピア1F

●※四街道 284-0005 四街道市四街道1-6-5 043(422)1553
（ヨツカイドウ）

※四街道南 284-0044 四街道市和良比241-1 043(433)1211
（ヨツカイドウミナミ）

●※千代田 284-0015 四街道市千代田5-35 043(422)8111
（チヨダ）

無人店舗設置場場所
コープ四街道 イトーヨーカ堂四街道店前
四街道市役所 長崎屋四街道店1F

●※大網 299-3251 大網白里町大網97 0475(72)3171
（オオアミ）

無人店舗設置場所
アミリィ1F セブンイレブン季美の森店

●※大原 298-0004 大原町大原7944-4 0470(62)4431
（オオハラ）

無人店舗設置場所
■ 大原町役場

●※小見川 289-0313 小見川町小見川78 0478(83)3131
（オミガワ）

無人店舗設置場所
小見川総合病院 ■ 小見川ショッピングプラザ

※保田 299-1902 鋸南町保田227 0470(55)0531
（ホタ）

●※栄 270-1515 栄町安食台1-3-2 0476(95)1821
（サカエ）

●※酒々井 285-0922 酒々井町中央台1-8-1 043(496)2131
（シスイ）

無人店舗設置場所
JR酒々井駅東口 ダイエー酒々井店1F

●※沼南 277-0921 沼南町大津ヶ丘3-2 0471(92)1121
（ショウナン）

無人店舗設置場所
いなげや沼南店

●※多古 289-2241 多古町多古2744 0479(76)5151
（タコ）

※千倉 295-0012 千倉町南朝夷1055-1 0470(44)1315
（チクラ）

※富里 286-0221 富里町七栄128-7 0476(91)0211
（トミサト）

●※横芝 289-1732 横芝町横芝1190-1 0479(82)1331
（ヨコシバ）

無人店舗設置場所
■ ショッピングモールサビア横芝1F

◎※東京 103-0022 東京都中央区日本橋室町1-13-6 03(3279)0741
（トウキョウ）

無人店舗設置場所 野栄町（匝瑳郡） 野栄町役場
光　町（匝瑳郡） 光町役場
山田町（香取郡） 山田町役場
松尾町（山武郡） 松尾町役場
山武町（山武郡） 山武町役場
成東町（山武郡） ラパーク成東店

本店 260-0015 千葉市中央区富士見1-11-11 043(222)2121
幸町センター 261-0001 千葉市美浜区幸町1-6-5 043(242)0811
事務部 103-0022 東京都中央区日本橋室町1-13-6 03(3279)0023
事務集中センター（東京）
東京事務所 103-0022 同上 03(3279)3321
成田空港 出○（両替店）282-0004 成田市古込字古込1-1成田空港 0476(34)6368

第2旅客ターミナルビル本館3階
成田空港サテライト 出○（両替店）282-0004 成田市古込字古込1-1成田空港 0476(34)6370

第2旅客ターミナルビルサテライト3階

　千葉県内　116ヶ店　　　都内　1ヶ店　　　無人店舗　183ヶ所
（平成13年5月31日現在）

大　原　町（夷　隅　郡）

富　里　町（印　旛　郡）

横　芝　町（山　武　郡）

東　京　都

小　見　川　町（香　取　郡）

鋸　南　町（安　房　郡）

栄　町（印　旛　郡）

酒　々　井　町（印　旛　郡）

沼　南　町（東　葛　飾　郡）

多　古　町（香　取　郡）

千　倉　町（安　房　郡）

出○は出張所、◎は外国為替取扱店、●は外貨両替店、※は住宅金融公庫取扱店、
■は共同キャッシュサービスコーナーです。

無人店舗ネットワークの拡大

平成12年度は、無人店舗を13ヶ所開設し、平成13年3月末現在で183ヶ所となりました。有人店舗117ヶ所と併せて、
300のネットワークで皆様にATMサービスのご提供をしています。今後ともお客様のご利用しやすいネットワーク
の拡充に努めていきます。

ネットワークの推移

117
179

117
183

118
172

店舗

無人店舗（店舗外現金自動設備）

平成10年度 平成11年度 平成12年度

ネットワーク
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ファミリーマート 富里葉山
ファミリーマート 富沢富里
ファミリーマート 浦安海楽一丁目
ファミリーマート 浦安駅前
ファミリーマート 浦安マリーナ
ファミリーマート 浦安北栄一丁目
ファミリーマート 北栄二丁目
ファミリーマート 我孫子駅北口
ファミリーマート 天王台駅柴崎台
ファミリーマート 天王台駅前
ファミリーマート 手賀沼公園前
ファミリーマート 佐原香取I・C前
ファミリーマート 佐倉山王
ファミリーマート 芝山高田
ファミリーマート 斎藤成東白幡
ファミリーマート 四街道栗山
ファミリーマート いわさわ大日
ファミリーマート 美しが丘
ファミリーマート 市原ちはら台
ファミリーマート 市原君塚
ファミリーマート 五井東口
ファミリーマート 市原市役所東
ファミリーマート サカモト青葉台
ファミリーマート 市原辰巳台西
ファミリーマート 行徳駅前一丁目
ファミリーマート 市川東大和田
ファミリーマート 本八幡駅南口
ファミリーマート 八幡三丁目
ファミリーマート 行徳宝二丁目
ファミリーマート 行徳湊新田
ファミリーマート おおくぼ津田沼
ファミリーマート 清水屋京成津田沼
ファミリーマート 五香駅東口
ファミリーマート 梨香台
ファミリーマート むらた小金原
ファミリーマート 松戸東中通
ファミリーマート キタハラ常盤平
ファミリーマート たかはし桜通り
ファミリーマート 新松戸三丁目
ファミリーマート 新松戸六丁目
ファミリーマート 松戸大金平
ファミリーマート 松戸柿ノ木
ファミリーマート 松戸二十世紀が丘
ファミリーマート 吉野稔台
ファミリーマート 松戸ともせい六実
ファミリーマート 成田三里塚
ファミリーマート 藤崎成田空港
ファミリーマート 成田ニュータウン中央
ファミリーマート 長尾轟町
ファミリーマート 千葉大学前
ファミリーマート 稲毛長沼原
ファミリーマート 幕張本郷七丁目
ファミリーマート 都賀三丁目
ファミリーマート 秋葉東寺山町
ファミリーマート 千葉寺大網街道
ファミリーマート 千葉寺駅東
ファミリーマート ほりこし椿森
ファミリーマート 小宮登戸
ファミリーマート 千葉都町
ファミリーマート 千葉駅北口
ファミリーマート 千葉みなと問屋町
ファミリーマート 高洲二丁目
ファミリーマート 加藤千葉新港
ファミリーマート 千葉誉田二丁目
ファミリーマート 船橋馬込金杉町
ファミリーマート 大閣三山
ファミリーマート 習志野台二丁目
ファミリーマート 大黒屋本中山
ファミリーマート 船橋本町四丁目
ファミリーマート 船橋駅北口
ファミリーマート 船橋湊町

ファミリーマート 沼南大津ケ丘
ファミリーマート 沼南高柳
ファミリーマート 東金東新宿
ファミリーマート 柏増尾
ファミリーマート 柏一丁目
ファミリーマート 千葉NT白井駅前
ファミリーマート 八千代市民の森
ファミリーマート 八千代台西
ファミリーマート 清水公園駅前
ファミリーマート 野田中根
ファミリーマート のだ愛宕駅前
ファミリーマート 朝日屋運河駅前
ファミリーマート まつおか南流山
ファミリーマート 渋谷南流山
ミニストップ イオンタワー
スリーエフ 鎌ケ谷南初富
スリーエフ 市川曽谷
スリーエフ 松戸八ヶ崎
スリーエフ 千葉若松町
スリーエフ 蘇我駅西口
スリーエフ 蘇我駅東口
スリーエフ 千葉おゆみ野
スリーエフ 船橋咲が丘
スリーエフ 船橋北本町
スリーエフ 柏伊勢原
コミュニティ・ストア 夏見台 いとうや
プリテール 松戸
コストコホールセール 幕張
日本中央競馬会 中山競馬場1号機
日本中央競馬会 中山競馬場2号機
日本中央競馬会 中山競馬場3号機
日本中央競馬会 中山競馬場4号機

サークルK 恵比寿一丁目
サークルK 小平花小金井
サークルK 神楽坂三丁目
サークルK 阿佐ヶ谷南
サークルK 高円寺南
サークルK 駒沢二丁目
サークルK 神田小川町
サークルK 大田千鳥
サークルK 中馬込
サークルK 大田萩中
サークルK 本町田南
サークルK 町田忠生
サークルK 東村山八坂駅前
サークルK 上大崎二丁目
サークルK 碑文谷一丁目
ファミリーマート あおき武蔵増戸
ファミリーマート 秋川六丁目
ファミリーマート 秋川草花
ファミリーマート 稲城押立
ファミリーマート 若葉台駅前
ファミリーマート 稲城長峰
ファミリーマート やまもと東長沼
ファミリーマート 加藤稲城
ファミリーマート 京王稲城駅前
ファミリーマート 矢野口駅前
ファミリーマート 羽村栄町
ファミリーマート 羽村五ノ神
ファミリーマート 小作駅前
ファミリーマート 本橋羽村
ファミリーマート 羽村川崎
ファミリーマート お花茶屋一丁目
ファミリーマート 奥戸五丁目
ファミリーマート 亀有三丁目
ファミリーマート 吉川金町
ファミリーマート 金町駅前
ファミリーマート 星野柴叉一丁目
ファミリーマート 八百一西新小岩
ファミリーマート 木下西水元

ファミリーマート うすい青戸
ファミリーマート 神谷東金町
ファミリーマート 東堀切二丁目
ファミリーマート 伊勢元白鳥
ファミリーマート 宝町一丁目
ファミリーマート 一之江一丁目
ファミリーマート 石井鹿骨　　　　　
ファミリーマート 山城屋鹿骨
ファミリーマート 篠崎三丁目
ファミリーマート 篠崎町七丁目
ファミリーマート 松江五丁目
ファミリーマート 江戸川区役所前　　
ファミリーマート 瑞江駅前　　　　　
ファミリーマート 瑞江駅南口
ファミリーマート 上平西瑞江二丁目
ファミリーマート 西葛西駅前　　　　
ファミリーマート 西葛西メトロ
ファミリーマート ブラン西葛西　　　
ファミリーマート 小岩北口
ファミリーマート 西小岩五丁目
ファミリーマート 西瑞江二丁目
ファミリーマート えいらくや船堀
ファミリーマート 船堀駅前　　　　　
ファミリーマート 清水屋中葛西　　　
ファミリーマート こみね葛西駅　　　
ファミリーマート 中葛西六丁目
ファミリーマート 東葛西七丁目
ファミリーマート 平井駅北口
ファミリーマート 北葛西二丁目
ファミリーマート サカイ北葛西五丁目
ファミリーマート 牡丹一丁目
ファミリーマート 亀戸十三間通り
ファミリーマート 亀戸二丁目
ファミリーマート 亀戸四丁目
ファミリーマート 亀戸七丁目
ファミリーマート 亀戸九丁目
ファミリーマート 堀田深川佐賀
ファミリーマート 枝川二丁目
ファミリーマート ヤマキ千田
ファミリーマート 鈴屋大島二丁目
ファミリーマート 西大島　　　　　　
ファミリーマート 大島五丁目
ファミリーマート 大島八丁目
ファミリーマート 潮見一丁目
ファミリーマート 東雲橋
ファミリーマート 東雲一丁目
ファミリーマート 東砂三丁目
ファミリーマート よしの葛西橋　　　　
ファミリーマート 東陽一丁目
ファミリーマート 南砂一丁目
ファミリーマート いせよし南砂
ファミリーマート 江東境川　　　　　
ファミリーマート 岡田白河二丁目
ファミリーマート 豊島屋伊東平野
ファミリーマート 北砂五丁目
ファミリーマート 山城屋木場
ファミリーマート 門前仲町一丁目
ファミリーマート 虎ノ門一丁目
ファミリーマート 三田一丁目
ファミリーマート 三田二丁目
ファミリーマート 芝金杉橋
ファミリーマート 芝五丁目
ファミリーマート 西新橋三丁目
ファミリーマート 赤坂九丁目
ファミリーマート お台場海浜公園
ファミリーマート 南青山一丁目
ファミリーマート 北青山二丁目
ファミリーマート 一の橋
ファミリーマート 町屋
ファミリーマート 新三河島駅前
ファミリーマート 西尾久二丁目
ファミリーマート 東日暮里六丁目

ファミリーマート 南千住六丁目
ファミリーマート 泉屋国分寺西町
ファミリーマート 西恋ケ窪三丁目
ファミリーマート 海田西国分寺
ファミリーマート 柚木国分寺南町
ファミリーマート ミナミ東元町
ファミリーマート 国分寺南口駅前
ファミリーマート 国分寺南町
ファミリーマート 金子国分寺本多
ファミリーマート 国分寺駅北口
ファミリーマート 国分寺本町三丁目
ファミリーマート 国立インター
ファミリーマート 国立中一丁目
ファミリーマート 富士見通り国立
ファミリーマート 国立東四丁目
ファミリーマート 国立大学通り
ファミリーマート 国立谷保駅前
ファミリーマート 国立富士見台
ファミリーマート あらい和泉
ファミリーマート 東野川二丁目
ファミリーマート 狛江東和泉
ファミリーマート 和泉多摩川駅前
ファミリーマート いずみ
ファミリーマート 井の頭四丁目
ファミリーマート 下連雀
ファミリーマート 三鷹駅前
ファミリーマート 三鷹南
ファミリーマート 紅林下連雀
ファミリーマート 山中通り
ファミリーマート 三鷹若葉通り
ファミリーマート 上連雀五丁目
ファミリーマート 三河屋上連雀
ファミリーマート 三鷹新川
ファミリーマート 新川六丁目
ファミリーマート 三鷹杏林前
ファミリーマート 牟礼高山
ファミリーマート 三鷹野崎
ファミリーマート 渋谷円山町
ファミリーマート 田中笹塚
ファミリーマート 渋谷一丁目
ファミリーマート 柴崎千駄谷
ファミリーマート 代々木一丁目
ファミリーマート 皆川富ヶ谷
ファミリーマート 初台駅北口
ファミリーマート 小金井梶野通り
ファミリーマート 東小金井西口
ファミリーマート 富士樹林貫井南
ファミリーマート 田中貫井北町
ファミリーマート 小金井桜町
ファミリーマート 並木前原
ファミリーマート 富士樹林東町
ファミリーマート 武蔵小金井南
ファミリーマート 中川小金井北
ファミリーマート 小金井市役所前
ファミリーマート 鷹の台駅前
ファミリーマート 小平回田町
ファミリーマート あかしあ通り
ファミリーマート 富士樹林二ツ塚
ファミリーマート 丸萬小平南口
ファミリーマート 小平駅北口
ファミリーマート 昭島宮沢町
ファミリーマート 昭島昭和町
ファミリーマート 拝島駅前
ファミリーマート 西武拝島
ファミリーマート 宇和青果昭島
ファミリーマート 昭島緑町
ファミリーマート 西武新宿駅前
ファミリーマート 中瀬早稲田駅前
ファミリーマート 中瀬高田馬場1丁目
ファミリーマート 四谷四丁目
ファミリーマート 市谷台町
ファミリーマート 市谷田町

コンビニATM E-net一覧

千葉県

東京都
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ファミリーマート 上落合二丁目
ファミリーマート 新宿御苑駅前
ファミリーマート 新宿五丁目
ファミリーマート 西新宿六丁目
ファミリーマート 西新宿七丁目
ファミリーマート 西新宿小滝橋通
ファミリーマート タカノ西新宿
ファミリーマート 早稲田大隈通り
ファミリーマート 西落合
ファミリーマート 早稲田鶴巻町
ファミリーマート 伊勢元中落合
ファミリーマート 東榎町
ファミリーマート 成田屋大久保駅前
ファミリーマート 百人町二丁目
ファミリーマート 片桐弁天町
ファミリーマート 阿佐谷南
ファミリーマート 阿佐谷駅東
ファミリーマート 阿佐谷中杉通り
ファミリーマート 阿佐谷北
ファミリーマート 荻窪一丁目
ファミリーマート 浜田山駅北
ファミリーマート 高円寺陸橋
ファミリーマート 高円寺駅東
ファミリーマート 上井草一丁目
ファミリーマート 塚本西荻南
ファミリーマート 西荻女子大通り
ファミリーマート 天沼三丁目
ファミリーマート 天沼八幡通り
ファミリーマート 方南町西口
ファミリーマート 東高円寺駅前
ファミリーマート ロイヤル自由が丘
ファミリーマート 世田谷鎌田三丁目
ファミリーマート きぬた
ファミリーマート 経堂駅北
ファミリーマート 玉川台二丁目
ファミリーマート 駒沢一丁目
ファミリーマート 駒沢自由通り
ファミリーマート 駒沢三丁目
ファミリーマート 駒沢四丁目
ファミリーマート 経堂駅西
ファミリーマート 経堂五丁目
ファミリーマート 弦巻一丁目
ファミリーマート 桜一丁目
ファミリーマート 桜丘三丁目
ファミリーマート 桜上水南口
ファミリーマート 桜新町
ファミリーマート 桜新町一丁目
ファミリーマート 三軒茶屋一丁目
ファミリーマート 松陰神社駅前
ファミリーマート 上馬一丁目
ファミリーマート 駒沢大学駅前
ファミリーマート ツヅキ上馬
ファミリーマート 上北沢駅前南口
ファミリーマート 上北沢四丁目
ファミリーマート 上用賀一丁目
ファミリーマート 祖師谷大蔵駅前
ファミリーマート 代沢五丁目
ファミリーマート 新代田駅前
ファミリーマート 浅間下北沢駅西口
ファミリーマート 烏山交番横通り
ファミリーマート まるいし八幡山
ファミリーマート 北烏山七丁目
ファミリーマート 池ノ上駅北口
ファミリーマート 北沢二丁目
ファミリーマート 上馬交差点前
ファミリーマート 野沢二丁目
ファミリーマート 用賀二丁目
ファミリーマート 用賀
ファミリーマート 下清戸
ファミリーマート 清瀬駅前
ファミリーマート 丸萬清瀬
ファミリーマート 上清戸一丁目

ファミリーマート 秋津
ファミリーマート 瑞穂二本木
ファミリーマート 多摩瑞穂
ファミリーマート ひばりケ丘北口
ファミリーマート 芝久保二丁目
ファミリーマート 田無芝久保
ファミリーマート 田無
ファミリーマート 田無西原
ファミリーマート 山光保谷泉町
ファミリーマート ひばりケ丘駅南
ファミリーマート 保谷中町
ファミリーマート 田無駅ビル
ファミリーマート 村田田無
ファミリーマート 保谷駅前
ファミリーマート 浜中保谷
ファミリーマート 東伏見二丁目
ファミリーマート 東伏見四丁目
ファミリーマート 東伏見北口
ファミリーマート 東伏見駅前
ファミリーマート 保谷富士町
ファミリーマート 河辺駅北口
ファミリーマート 河辺町六丁目
ファミリーマート 青梅今井
ファミリーマート 青梅若草通り
ファミリーマート 青梅新町
ファミリーマート 青梅新町八丁目
ファミリーマート 青梅大門三丁目
ファミリーマート 東青梅駅前
ファミリーマート 東青梅三丁目
ファミリーマート 東青梅四丁目
ファミリーマート 青梅野上
ファミリーマート 青梅友田町
ファミリーマート 外神田六丁目
ファミリーマート 岩本町二丁目
ファミリーマート 紀尾井町
ファミリーマート 九段北一丁目
ファミリーマート 神田佐久間町
ファミリーマート 神田神保町二丁目
ファミリーマート 神田須田町一丁目
ファミリーマート 神田和泉町
ファミリーマート 西神田二丁目
ファミリーマート 東神田二丁目
ファミリーマート 内神田一丁目
ファミリーマート 神田駅北
ファミリーマート 内神田三丁目
ファミリーマート 飯田橋二丁目
ファミリーマート 飯田橋4丁目
ファミリーマート 伊興本町一丁目
ファミリーマート 足立一ツ家
ファミリーマート 栗原四丁目
ファミリーマート よこた加賀皿沼
ファミリーマート 鹿浜二丁目
ファミリーマート 舎人一丁目
ファミリーマート 西綾瀬三丁目
ファミリーマート 西伊興一丁目
ファミリーマート 田口屋西新井大師
ファミリーマート 亀山西新井本町
ファミリーマート 千住三丁目
ファミリーマート 千住曙町
ファミリーマート 五反野駅前
ファミリーマート 北綾瀬駅前
ファミリーマート 竹の塚五丁目
ファミリーマート 竹ノ塚東口
ファミリーマート 島根一丁目
ファミリーマート 東綾瀬一丁目
ファミリーマート 東和二丁目
ファミリーマート 南花畑二丁目
ファミリーマート 西野梅田
ファミリーマート 梅島一丁目
ファミリーマート 保木間五丁目
ファミリーマート 本木南町
ファミリーマート 六木ニ丁目

ファミリーマート 多摩一の宮
ファミリーマート 聖蹟桜ケ丘
ファミリーマート 多摩乞田
ファミリーマート 多摩連光寺
ファミリーマート 多摩南野
ファミリーマート 永山連光寺
ファミリーマート 秀栄多摩センター
ファミリーマート 根岸一丁目
ファミリーマート 根岸二丁目
ファミリーマート 加藤根岸
ファミリーマート 根岸うぐいす通り
ファミリーマート 三の輪駅前
ファミリーマート 上野駅入谷口前
ファミリーマート 西浅草三丁目
ファミリーマート 千束一丁目
ファミリーマート 浅草千束三丁目
ファミリーマート 台東一丁目
ファミリーマート 吉のや日本堤
ファミリーマート 入谷二丁目
ファミリーマート コーエイ下丸子
ファミリーマート 太田屋梅屋敷
ファミリーマート 信濃屋久が原
ファミリーマート 久が原五丁目
ファミリーマート 山王三丁目
ファミリーマート 川崎屋新蒲田
ファミリーマート 西蒲田一丁目
ファミリーマート 西馬込二丁目
ファミリーマート 雨宮高畑
ファミリーマート 雨宮西六郷
ファミリーマート 野口大鳥居
ファミリーマート かわだ多摩川
ファミリーマート 大森西五丁目
ファミリーマート 大森南
ファミリーマート モア大森南
ファミリーマート かわだ大森北
ファミリーマート 池上徳持
ファミリーマート 観音通り
ファミリーマート 仲池上
ファミリーマート 雑色駅前
ファミリーマート 栄屋石川台
ファミリーマート 東雪谷
ファミリーマート 東六郷三丁目
ファミリーマート 南蒲田
ファミリーマート タケウチ萩中
ファミリーマート 大岡山駅北
ファミリーマート 武蔵新田
ファミリーマート 武蔵新田駅前
ファミリーマート 京橋二丁目
ファミリーマート 銀座六丁目
ファミリーマート 銀座八丁目
ファミリーマート 新川二丁目
ファミリーマート 東日本橋二丁目
ファミリーマート 日本橋かぶと町
ファミリーマート マルイチ人形町　　　
ファミリーマート 人形町駅前
ファミリーマート 日本橋本町　　　　
ファミリーマート 八丁堀二丁目
ファミリーマート 築地明石町　　　　
ファミリーマート 中野松が丘
ファミリーマート 新井薬師
ファミリーマート 正直や鍋横
ファミリーマート 新中野
ファミリーマート サンプラザ北
ファミリーマート 中野駅北
ファミリーマート 中野南台
ファミリーマート 神谷中野本町
ファミリーマート 野方早稲田通り
ファミリーマート 町田玉川学園
ファミリーマート 玉川学園駅南口
ファミリーマート 町田金森
ファミリーマート 町田駅南口
ファミリーマート 原町田四丁目

ファミリーマート 小田急町田駅前
ファミリーマート 町田高ケ坂
ファミリーマート 町田山崎
ファミリーマート 島崎小山町
ファミリーマート 町田森野
ファミリーマート 町田成瀬台
ファミリーマート 町田相原町
ファミリーマート 大丸屋大蔵
ファミリーマート 町田中町
ファミリーマート 町田忠生一丁目
ファミリーマート 石川屋鶴間
ファミリーマート 町田本町田
ファミリーマート 菊野台一丁目
ファミリーマート 菊野台
ファミリーマート 国領二丁目
ファミリーマート 調布佐須町
ファミリーマート 調布小島町
ファミリーマート 品川道小島町
ファミリーマート 西調布駅前
ファミリーマート 調布宮の下
ファミリーマート 京王多摩川
ファミリーマート 調布ケ丘三丁目
ファミリーマート 成城北
ファミリーマート 調布飛田給
ファミリーマート 調布富士見町
ファミリーマート 布田一丁目
ファミリーマート 調布天神通り
ファミリーマート 調布駅南口
ファミリーマート 下里七丁目
ファミリーマート 東久留米幸町
ファミリーマート 東久留米前沢
ファミリーマート 滝山団地中央
ファミリーマート 東久留米駅北口
ファミリーマート 東久留米駅西口
ファミリーマート 東久留米弥生
ファミリーマート 久米川駅南口
ファミリーマート 久米川五丁目
ファミリーマート 東村山美住町
ファミリーマート 東村山駅東口
ファミリーマート 久米川本町
ファミリーマート 向原六丁目
ファミリーマート 東大和市駅前
ファミリーマート 高幡不動
ファミリーマート 豊田駅北口
ファミリーマート 日野駅前
ファミリーマート 日野万願寺
ファミリーマート 日野南平
ファミリーマート 日野日野台
ファミリーマート 百草園駅前
ファミリーマート 日野平山四丁目
ファミリーマート めじろ台駅前
ファミリーマート 八王子北口
ファミリーマート 八王子横川町
ファミリーマート 八王子館町
ファミリーマート 八王子狭間町
ファミリーマート 絹ケ丘二丁目
ファミリーマート 高尾駅北口
ファミリーマート 八王子三崎町
ファミリーマート 西八王子南
ファミリーマート 子安町一丁目
ファミリーマート 八王子駅南
ファミリーマート 八王子上柚木
ファミリーマート うさぎや諏訪町
ファミリーマート 千人町一丁目
ファミリーマート 西八王子駅北
ファミリーマート 八王子千人町
ファミリーマート 八王子大横町
ファミリーマート 八王子滝山町
ファミリーマート 中野上町五丁目
ファミリーマート 八王子北野公園
ファミリーマート 八王子長房町
ファミリーマート モノレール八王子
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ファミリーマート 八王子東中野
ファミリーマート 中央大・明星大駅売
ファミリーマート 吾妻八王子駅前
ファミリーマート 松木公園
ファミリーマート 秀栄堀之内
ファミリーマート 木崎万町
ファミリーマート 八王子明神町
ファミリーマート 京王八王子
ファミリーマート 富沢高島平
ファミリーマート 高島平八丁目
ファミリーマート 大野志村
ファミリーマート 蓮根駅前
ファミリーマート 坂下三丁目
ファミリーマート 宝田桜川
ファミリーマート 板橋四葉
ファミリーマート 四葉二丁目
ファミリーマート 志村一丁目
ファミリーマート 志村三丁目
ファミリーマート 小豆沢
ファミリーマート 小豆沢二丁目
ファミリーマート 小竹向原
ファミリーマート 小茂根四丁目
ファミリーマート 常盤台北口
ファミリーマート 成増一丁目
ファミリーマート 成増駅南口
ファミリーマート 板橋清水町
ファミリーマート 赤塚二丁目
ファミリーマート 三園
ファミリーマート 下赤塚駅南口
ファミリーマート 板橋淑徳学園前
ファミリーマート 金井窪山手通り
ファミリーマート 大山町
ファミリーマート 大谷口タンク前
ファミリーマート 板橋仲町
ファミリーマート 徳丸五丁目
ファミリーマート 丸萬板橋本町
ファミリーマート 板橋本蓮沼
ファミリーマート 旗の台東口
ファミリーマート 荏原町
ファミリーマート 旗の台五丁目
ファミリーマート 戸越公園
ファミリーマート 小山三丁目
ファミリーマート 上大崎三丁目
ファミリーマート 不動前
ファミリーマート 田中屋西大井
ファミリーマート 大井三ツ又
ファミリーマート 常盤大崎
ファミリーマート 荏原中延
ファミリーマート 中延駅前
ファミリーマート 天狗屋中延
ファミリーマート 五反田駅東口
ファミリーマート 東五反田一丁目
ファミリーマート 東五反田五丁目
ファミリーマート 伊勢彦鮫洲
ファミリーマート 立会川
ファミリーマート 東大井
ファミリーマート 山王大森駅前
ファミリーマート 南品川
ファミリーマート 戸越銀座
ファミリーマート まつや戸越
ファミリーマート 北品川
ファミリーマート 府中押立町一丁目
ファミリーマート 府中宮西町
ファミリーマート 府中宮町
ファミリーマート 府中紅葉丘
ファミリーマート マルコー是政
ファミリーマート 丸林東府中
ファミリーマート 府中清水ヶ丘
ファミリーマート 府中天神町
ファミリーマート 府中インター
ファミリーマート 府中白糸台
ファミリーマート 武蔵野台駅北口

ファミリーマート 府中公園通り
ファミリーマート 府中本町
ファミリーマート 武蔵村山榎
ファミリーマート 武蔵村山江戸街道
ファミリーマート 武蔵村山神明
ファミリーマート 武蔵村山大南
ファミリーマート 武蔵村山中原
ファミリーマート 吉祥寺東町
ファミリーマート 吉祥寺北町
ファミリーマート 吉祥寺八幡通り
ファミリーマート スイング武蔵境
ファミリーマート 武蔵境二丁目
ファミリーマート 武蔵境駅前
ファミリーマート 武蔵境南口
ファミリーマート 境南町五丁目
ファミリーマート 内田西久保
ファミリーマート 福生熊川
ファミリーマート 清水福生
ファミリーマート 音羽二丁目
ファミリーマート 関口一丁目
ファミリーマート 渋木向丘
ファミリーマート 伝通院前
ファミリーマート 春日白山通り
ファミリーマート 小石川二丁目
ファミリーマート 小石川四丁目
ファミリーマート 小石川五丁目
ファミリーマート 清水屋千石
ファミリーマート 千駄木三丁目
ファミリーマート 大塚一丁目
ファミリーマート たけや大塚六丁目
ファミリーマート お茶の水
ファミリーマート 湯島三丁目
ファミリーマート 東大正門前
ファミリーマート 丸越高松
ファミリーマート 上池袋四丁目
ファミリーマート 池袋北口
ファミリーマート 要町駅前
ファミリーマート 巣鴨三丁目
ファミリーマート 新川屋巣鴨地蔵通り
ファミリーマート ときわ通り
ファミリーマート ピソ池袋
ファミリーマート 西池袋
ファミリーマート 池袋四丁目
ファミリーマート 池袋五小前
ファミリーマート 丸萬椎名町北口
ファミリーマート 西武東長崎駅前
ファミリーマート 池袋グリーン大通り
ファミリーマート 東池袋一丁目
ファミリーマート 東池袋向原
ファミリーマート サンシャインシティ
ファミリーマート 東池袋三丁目
ファミリーマート サンシャイン南
ファミリーマート 本社
ファミリーマート 大塚駅南
ファミリーマート 南大塚通り
ファミリーマート 南池袋二丁目
ファミリーマート 南池袋三丁目
ファミリーマート 北大塚
ファミリーマート テツイ千川駅前
ファミリーマート 王子栄町
ファミリーマート 赤羽平和通り
ファミリーマート 野田屋赤羽
ファミリーマート マサキ上十条
ファミリーマート 西ケ丘一丁目
ファミリーマート 赤羽一丁目
ファミリーマート 赤羽一番街
ファミリーマート 赤羽二丁目
ファミリーマート 赤羽南
ファミリーマート ヒナタヤ滝野川
ファミリーマート 東十条三丁目
ファミリーマート ヒナタヤ東十条
ファミリーマート 浮間舟渡駅前

ファミリーマート 豊川通り
ファミリーマート 亀沢一丁目
ファミリーマート 亀沢四丁目
ファミリーマート 菊川一丁目
ファミリーマート 銀鈴堂吾妻橋
ファミリーマート 向島二丁目
ファミリーマート 向島四丁目
ファミリーマート 江東橋四丁目
ファミリーマート 千歳三丁目
ファミリーマート 坪田リバーサイド
ファミリーマート 八広四丁目
ファミリーマート 坪田しらひげ
ファミリーマート 伊勢源鐘ヶ渕
ファミリーマート たかはし本所
ファミリーマート 前田立花
ファミリーマート 本所立川三丁目
ファミリーマート 両国駅西口
ファミリーマート 山川緑
ファミリーマート 原町一丁目
ファミリーマート 代官山南
ファミリーマート 上目黒二丁目
ファミリーマート 学芸大学駅前
ファミリーマート 東山三丁目
ファミリーマート 目黒緑ケ丘
ファミリーマート あらい立川一番町
ファミリーマート 立川羽衣町
ファミリーマート 立川栄町
ファミリーマート 立川錦町一丁目
ファミリーマート 秋山錦町
ファミリーマート 立川市役所前
ファミリーマート 立川幸町
ファミリーマート 立川四中前
ファミリーマート 石橋稲毛屋砂川
ファミリーマート ムラノ砂川町
ファミリーマート 立川駅北口
ファミリーマート 立川西砂町
ファミリーマート 中野玉川上水
ファミリーマート 立川富士見町
ファミリーマート 石田屋旭丘
ファミリーマート 江古田駅南
ファミリーマート 新桜台
ファミリーマート 中村橋
ファミリーマート 貫井町
ファミリーマート 関町南三丁目
ファミリーマート いづや関町
ファミリーマート 高松二丁目
ファミリーマート 高野台
ファミリーマート 永田桜台
ファミリーマート 春日町
ファミリーマート 春日町二丁目
ファミリーマート 春日町六丁目
ファミリーマート 練馬春日町
ファミリーマート 江古田日芸前
ファミリーマート 上石神井一丁目
ファミリーマート 丸萬上石神井
ファミリーマート 石神井消防署前
ファミリーマート 西大泉四丁目
ファミリーマート 石神井台二丁目
ファミリーマート 上北小学校前
ファミリーマート 石神井台
ファミリーマート 石神井南口
ファミリーマート 石神井公園
ファミリーマート 石神井小学校前
ファミリーマート 石神井五丁目
ファミリーマート 石神井七丁目
ファミリーマート 氷川台
ファミリーマート 平和台
ファミリーマート 大泉学園
ファミリーマート 大泉中央公園前
ファミリーマート 大泉六丁目
ファミリーマート 練馬谷原
ファミリーマート 谷原五丁目

ファミリーマート 練馬中杉通り
ファミリーマート 中村南
ファミリーマート 光が丘公園東
ファミリーマート 東大泉四丁目
ファミリーマート 東大泉
ファミリーマート 南大泉一丁目
ファミリーマート 南大泉六丁目
ファミリーマート 平和台四丁目
ファミリーマート 千川通り
ファミリーマート 一杉豊玉
ファミリーマート 練馬豊玉
ファミリーマート 練馬中央通り
ファミリーマート 北町一丁目
ファミリーマート 練馬北町
ファミリーマート 豊島園駅前
ファミリーマート 大竹千歳船橋
ミニストップ 東砂
ミニストップ 六本木4丁目
ミニストップ 渋谷桜丘
ミニストップ 西新宿3丁目
ミニストップ 神田錦町一丁目
ミニストップ 神田錦町三丁目
ミニストップ 東日本橋3丁目
ミニストップ 中野坂上
ミニストップ 深大寺東町
ミニストップ 府中宮町（有）丸佐屋商店
ミニストップ 吉祥寺南町
ミニストップ 吉祥寺本町
ミニストップ 文京後楽
ミニストップ 上池袋1丁目
ミニストップ 立川錦町
ミニストップ 光が丘南
サンクス お花茶屋
サンクス ポートストア芝浦
サンクス 芝公園
サンクス お台場東京ビーチ
サンクス アクアシティお台場
サンクス 恵比寿3丁目
サンクス 北新宿
サンクス 上智大学前
サンクス 神田今川橋
サンクス 高島平北
サンクス 徳丸3丁目
サンクス ゲートシティ大崎
サンクス 祐天寺駅前
サンクス 武蔵関南口
スリーエフ 世田谷船橋
スリーエフ 篠崎駅前
スリーエフ 原宿
スリーエフ 渋谷神泉
スリーエフ 渋谷本町二丁目
スリーエフ 杉並上荻一丁目
スリーエフ 杉並成田西三丁目
スリーエフ 杉並方南町
スリーエフ 自由が丘
スリーエフ 喜多見駅前
スリーエフ 大蔵六丁目
スリーエフ 清瀬旭が丘
スリーエフ 唐木田駅前
スリーエフ 大田蓮沼駅前
スリーエフ 池上仲通り
スリーエフ 大田中央
スリーエフ 田園調布本町
スリーエフ 日本橋
スリーエフ 成瀬駅前
スリーエフ 町田相原駅前
スリーエフ 鶴川駅前
スリーエフ 東大和けやき通り
スリーエフ 日野旭ヶ丘
スリーエフ 豊田駅前
スリーエフ 日野下田
スリーエフ 片倉駅前
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スリーエフ 板橋大谷口北町
スリーエフ 荏原
スリーエフ 戸越公園駅前
スリーエフ 東品川
スリーエフ 南大井
スリーエフ 北池袋
スリーエフ 赤羽2丁目
スリーエフ 目黒青葉台
スリーエフ 学芸大学前
スリーエフ 高野台五丁目
スリーエフ 谷原一丁目
コミュニティ・ストア 亀戸 なばきや
コミュニティ・ストア ぬ利彦 東雲
コミュニティ・ストア 本多2丁目 IKEDAYA
コミュニティ・ストア 本町　Naka－Q
コミュニティ・ストア 矢川 ささやま
コミュニティ・ストア 元代々木 ますや
コミュニティ・ストア 幡ヶ谷
コミュニティ・ストア ワタナベ 小金井南
コミュニティ・ストア ワタナベ 武蔵小金井
コミュニティ・ストア 四谷 やまとや
コミュニティ・ストア 上落合 むさしや
コミュニティ・ストア 西新宿一丁目
コミュニティ・ストア 池上 MIZUGUCHI
コミュニティ・ストア 宝町 ぬ利彦
コミュニティ・ストア 南口駅前 おおさかや
コミュニティ・ストア 成増 こみや
コミュニティ・ストア さめず マルマス
コミュニティ・ストア 東品川 ツインクル
コミュニティ・ストア 寿町 なかきゅう
コミュニティ・ストア 西原町 せきや
コミュニティ・ストア 南町 あさくら
コミュニティ・ストア 吾妻橋 にしざわ
コミュニティ・ストア 茶屋坂上 あいはん
コミュニティ・ストア 立川 ますだや
ポプラ 赤坂TBS前
ポプラ 初台
ポプラ 市谷田町
ポプラ 汐留
ポプラ 本郷1丁目
ポプラ 池袋2丁目
生活彩家 豊洲センタービル
生活彩家 一番町本店
生活彩家 KDD大手町
スーパーアルプス 多摩境
プリテール 八王子
プリテール 光が丘

サークルK 愛川中津
サークルK 白根中央
サークルK 岡村
サークルK 新杉田駅前
サークルK 新杉田
サークルK 戸塚吉田
サークルK 東戸塚
サークルK 舞岡町
サークルK 平戸平和台
サークルK 清水橋
サークルK 日野南三丁目
サークルK 綱島吉田橋
サークルK 新羽駅前
サークルK 日吉七丁目
サークルK 普通部通り
サークルK 日吉本町
サークルK 大口駅東口
サークルK 白楽
サークルK 横浜新山下
サークルK 生麦
サークルK 鶴見中央
サークルK 矢向一丁目
サークルK 釜台

サークルK 長津田北口
サークルK 社家
サークルK 海老名上今泉
サークルK 海老名中新田
サークルK 茅ヶ崎松尾
サークルK 茅ヶ崎東海岸
サークルK 茅ヶ崎富士見町
サークルK 厚木愛甲
サークルK 厚木岡田
サークルK 厚木上落合
サークルK 座間さがみ野
サークルK 小田原酒匂
サークルK 小田原曽我
サークルK 小田原東町
サークルK 小田原飯泉
サークルK 秦野やどりぎ
サークルK 秦野平沢
サークルK 秦野246平沢
サークルK 川崎神木本町
サークルK 川崎菅生一丁目
サークルK 川崎平一丁目
サークルK 川崎身代り不動前
サークルK 川崎千年
サークルK 梶ヶ谷
サークルK 川崎本町
サークルK 稲田堤駅前
サークルK 登戸新町
サークルK 川崎苅宿
サークルK 麻生栗木
サークルK 東百合ヶ丘
サークルK 相模原中丸
サークルK 相模原下溝
サークルK 相模原光が丘
サークルK 淵野辺駅前
サークルK 相模原小町通
サークルK 清新四丁目
サークルK 西橋本
サークルK 相模大野七丁目
サークルK 相模大野南口
サークルK 田名工団入口
サークルK 相模田名
サークルK 緑ヶ丘
サークルK 開成駅前
サークルK 秦野中井インター
サークルK 南林間
サークルK 下土棚
サークルK 長後高倉
サークルK 藤沢駅前
サークルK 善行
サークルK 辻堂新町
サークルK 南足柄まました
サークルK 平塚古川
サークルK 平塚岡崎
サークルK 四之宮
サークルK 平塚真土
サークルK 平塚大原
サークルK 平塚東中原
サークルK 平塚八千代
サークルK 平塚北金目
ファミリーマート 佐野寅二安浦
ファミリーマート たかはし吉井
ファミリーマート 京浜堀之内
ファミリーマート 高梨米が浜
ファミリーマート 横浜上川井
ファミリーマート 横浜希望が丘
ファミリーマート ジョイプラザ根岸
ファミリーマート 滝頭二丁目
ファミリーマート 横浜八景島
ファミリーマート あさひや金沢泥亀
ファミリーマート 富岡西七丁目
ファミリーマート 金沢富岡
ファミリーマート 魚勝八景

ファミリーマート 六浦駅前
ファミリーマート 戸塚下倉田町
ファミリーマート 戸塚鳥が丘
ファミリーマート 東戸塚駅東口
ファミリーマート 下永谷二丁目
ファミリーマート ジョイプラザ港南台
ファミリーマート 港南中央通
ファミリーマート 上永谷二丁目
ファミリーマート ニック綱島西口
ファミリーマート 北綱島
ファミリーマート 新横浜
ファミリーマート 新横浜二丁目
ファミリーマート 日吉六丁目
ファミリーマート 横浜駅東口
ファミリーマート 冨士屋子安通
ファミリーマート 冨士屋新子安西口
ファミリーマート 石田屋神之木町
ファミリーマート 中島屋二ツ谷
ファミリーマート 片倉
ファミリーマート 白井南瀬谷
ファミリーマート 横浜高島町
ファミリーマート サンズ新石川
ファミリーマート たまプラーザ
ファミリーマート 美しが丘五丁目
ファミリーマート 横浜岡津町
ファミリーマート 縄下飯田町
ファミリーマート 松山泉立場
ファミリーマート 弥生台駅前
ファミリーマート 緑園都市駅西口
ファミリーマート 松山いずみ中央
ファミリーマート 雨宮音楽通り
ファミリーマート 桜木町ワシントンホテル
ファミリーマート 山下町
ファミリーマート シマダ黄金町
ファミリーマート 越川屋新山下
ファミリーマート 鈴木石川町
ファミリーマート 横浜長者町
ファミリーマート 下末吉
ファミリーマート 潮田銀座
ファミリーマート 鶴見みかど
ファミリーマート アライ花月園
ファミリーマート 鶴見中央
ファミリーマート 北寺尾
ファミリーマート 中川駅前
ファミリーマート 井土ケ谷中町
ファミリーマート 広屋蒔田
ファミリーマート 阪東橋東口
ファミリーマート 横浜宿町
ファミリーマート 和田屋万世町
ファミリーマート 岩間町
ファミリーマート 上星川
ファミリーマート 西谷駅北口
ファミリーマート 横浜天王町
ファミリーマート 松山明神台
ファミリーマート かしわ台
ファミリーマート 鎌倉御成町
ファミリーマート 桔梗屋西鎌倉
ファミリーマート 鎌倉駅東口
ファミリーマート 鎌倉雪ノ下
ファミリーマート 富士見町駅前
ファミリーマート 大船駅前
ファミリーマート タカハシ赤羽根
ファミリーマート 厚木旭町
ファミリーマート 本厚木駅西
ファミリーマート 小田原栄町
ファミリーマート 鴨宮北口
ファミリーマート 宮前平駅前
ファミリーマート 南平台
ファミリーマート 八百国有馬
ファミリーマート 川崎向ヶ丘
ファミリーマート オオヤマ京町
ファミリーマート なわてや八丁畷

ファミリーマート 川崎南町
ファミリーマート 宿河原一丁目
ファミリーマート ふるや中野島
ファミリーマート 向ケ丘遊園
ファミリーマート 向ケ丘遊園南口
ファミリーマート 武蔵中原
ファミリーマート 新丸子駅西口
ファミリーマート 武蔵新城
ファミリーマート 相模原町田駅
ファミリーマート 新磯野
ファミリーマート 細谷大野台
ファミリーマート 相模原田名
ファミリーマート 相模原緑が丘
ファミリーマート 伊勢屋大和東
ファミリーマート はるか南林間
ファミリーマート 志村津久井町
ファミリーマート 鵠沼海岸
ファミリーマート 藤沢遊行通り
ファミリーマート 藤沢用田
ファミリーマート 平塚美里
ファミリーマート くぼた広川
ファミリーマート 岡田屋元住吉
ミニストップ 厚木下川入
ミニストップ 鶴ヶ峰
ミニストップ 戸塚矢沢
ミニストップ 下永谷
ミニストップ 上大岡
ミニストップ 日吉本町
ミニストップ 広台太田
ミニストップ 三ツ沢下町
ミニストップ 藤ヶ丘
ミニストップ 中田町萩丸
ミニストップ 緑園都市駅前
ミニストップ 矢向駅前
ミニストップ 池辺町
ミニストップ 東戸塚ニューシティー
ミニストップ 今井町
ミニストップ 十日市場
ミニストップ 厚木栄町
ミニストップ 厚木恩名
ミニストップ 南幸町
ミニストップ 新川崎
ミニストップ 北加瀬
ミニストップ 高津二子
ミニストップ 川崎小田
ミニストップ 武蔵中原
ミニストップ 木月新矢上橋
ミニストップ 古淵三丁目
ミニストップ 藤沢宮前
サンクス ウェルシティ横須賀
サンクス 六浦
サンクス 横浜片倉
サンクス 伊勢佐木町
サンクス ポートストアY－CC
サンクス 新栄町
サンクス 中川駅前
サンクス 黄金町駅前
サンクス 竹山団地
サンクス さがみ野
サンクス 逗子小坪
サンクス 生田南口
サンクス 藤沢石川
サンクス 江ノ島西浜
サンクス 平塚田村
スリーエフ 愛川桜台
スリーエフ 綾瀬小園
スリーエフ 綾瀬上土棚
スリーエフ 伊勢原東成瀬
スリーエフ 伊勢原板戸
スリーエフ 神奈川三枚町
スリーエフ 瀬谷駅前
スリーエフ あかね台入口

神奈川県
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スリーエフ 青葉桂台
スリーエフ 伊勢佐木町
スリーエフ 長者町4丁目
スリーエフ 日本大通
スリーエフ 野毛本通り
スリーエフ 都筑センター北
スリーエフ 保土ヶ谷駅ビル
スリーエフ 保土ヶ谷駅東口
スリーエフ 海老名河原口
スリーエフ 海老名杉久保
スリーエフ 鎌倉台
スリーエフ 茅ヶ崎円蔵
スリーエフ 茅ヶ崎本村
スリーエフ 愛甲石田駅前
スリーエフ 岡田
スリーエフ 厚木下荻野
スリーエフ 厚木及川
スリーエフ 厚木山際
スリーエフ 厚木毛利台
スリーエフ 東京工芸大前
スリーエフ 厚木林
スリーエフ 逗子葉桜
スリーエフ 尻手駅前
スリーエフ さつき橋
スリーエフ 川崎南町
スリーエフ 栗平駅前
スリーエフ 南橋本
スリーエフ 上溝番田
スリーエフ 相模原新磯野
スリーエフ 相武台駅前
スリーエフ 相模原二本松
スリーエフ 相模原富士見町
スリーエフ 相模原麻溝台
スリーエフ 大和渋谷
スリーエフ 大磯国府
スリーエフ 藤沢菖蒲沢
スリーエフ 河内
スリーエフ 平塚富士見町
コミュニティ・ストア 六角橋 Tajima－ya
コミュニティ・ストア 藤が丘 まるひろ
コミュニティ・ストア 池辺町 ゆうきや
コミュニティ・ストア 白山 はっとや
コミュニティ・ストア 戸手本町 まるたや
ポプラ 港南台

ファミリーマート あしや大宮
ファミリーマート 宮原駅東口
ファミリーマート 北与野駅前
ファミリーマート 大宮浅間町
ファミリーマート 浦和大間木
ファミリーマート 大宮佐知川
ファミリーマート 北浦和一丁目
ファミリーマート 赤山
ファミリーマート 須賀千間台西
ファミリーマート やまがた加倉
ファミリーマート 岩槻本宿
ファミリーマート 新狭山駅前
ファミリーマート 圏央道狭山
ファミリーマート 入曽
ファミリーマート オオツ狭山
ファミリーマート 狭山市駅東口
ファミリーマート 熊谷円光
ファミリーマート 戸田富士見通り
ファミリーマート 坂戸中小坂
ファミリーマート 三郷みなみ
ファミリーマート 三郷彦名
ファミリーマート 三郷鷹野
ファミリーマート 三郷谷中
ファミリーマート 新見世宗岡
ファミリーマート 志木本町一丁目
ファミリーマート ながおかや児玉

ファミリーマート 佐藤上里町
ファミリーマート 所沢駅前
ファミリーマート 所沢駅東口
ファミリーマート 航空公園駅西口
ファミリーマート 狭山ヶ丘一丁目
ファミリーマート 狭山ヶ丘駅西口
ファミリーマート 妻屋所沢
ファミリーマート 所沢三ヶ島五丁目
ファミリーマート 小手指二丁目
ファミリーマート 所沢松が丘
ファミリーマート 山七新所沢
ファミリーマート 秋津駅北口
ファミリーマート 所沢北野
ファミリーマート 中新井
ファミリーマート 東所沢駅前
ファミリーマート 航空公園駅東口
ファミリーマート 新所沢駅西口
ファミリーマート 所沢和ヶ原
ファミリーマート 上福岡北口
ファミリーマート 新座東二丁目
ファミリーマート 野火止三丁目
ファミリーマート 石川深谷
ファミリーマート 啓友深谷上柴
ファミリーマート 深谷駅前
ファミリーマート かどや深谷
ファミリーマート 小坂旭町
ファミリーマート 川越岸町
ファミリーマート 川越今福
ファミリーマート 新見世西川越
ファミリーマート 川越的場
ファミリーマート 川越府川
ファミリーマート 本多川越
ファミリーマート 南大塚駅北口
ファミリーマート 岩田屋南大塚
ファミリーマート 川越市駅前
ファミリーマート 春日家川越
ファミリーマート 川越駅東口
ファミリーマート 川口安行南
ファミリーマート 川口GC通り
ファミリーマート 西海川口
ファミリーマート 川口東領家
ファミリーマート 西川口東口
ファミリーマート 塩味溝沼
ファミリーマート 朝霞田島
ファミリーマート 朝霞東弁財
ファミリーマート 竹越朝霞膝折
ファミリーマート 昭洋あさか
ファミリーマート 東松山駅東口
ファミリーマート ヤマゼン日高
ファミリーマート みよし台
ファミリーマート 城西大学前
ファミリーマート ニッセイ宮寺
ファミリーマート 入間グリーンヒル
ファミリーマート 入間野田
ファミリーマート 仏子駅前
ファミリーマート 八潮大原
ファミリーマート 飯能新町
ファミリーマート 飯能
ファミリーマート 飯能駅北口
ファミリーマート 飯能柳町
ファミリーマート 滑川
ファミリーマート 森林公園駅前
ファミリーマート 鳩山
ファミリーマート 斉藤富士見
ファミリーマート 南桜井駅前
ファミリーマート ヤマキ本庄
ファミリーマート 光が丘
ミニストップ 宮原2丁目
ミニストップ 笹目南町
ミニストップ 川口戸塚東
サンクス 三郷駅前
サンクス 西所沢

サンクス 鶴瀬駅前
コミュニティ・ストア 埼玉 さいたま新都心
コミュニティ・ストア 東大宮 おかだや
コミュニティ・ストア せんげん台 かわぐち
セーブオン 加須志多見
セーブオン 上里
セーブオン 美里中央
セーブオン 深谷上柴
セーブオン 埼玉江南
セーブオン 川本
セーブオン 秩父影森
セーブオン 東松山東平
セーブオン 南栗橋
セーブオン 本庄日の出3丁目

ファミリーマート つくば境松
ファミリーマート 岡野つくば松野木
ファミリーマート つくば上横場
ファミリーマート 高谷つくば面野井
ファミリーマート 八郷柿岡
ファミリーマート 水戸けやき台
ファミリーマート 水戸石川
ファミリーマート みかわや水戸千波
ファミリーマート 土浦真鍋
ファミリーマート 土浦中央
ミニストップ 水戸茨大前
サンクス つくば吾妻
サンクス 上水戸
サンクス 水戸南町
サンクス 荒川沖駅前
サンクス 土浦西根
セーブオン つくば古来
セーブオン つくば大曽根
セーブオン ひたちなか西大島
セーブオン 境町長井戸
セーブオン 総和駒羽根
セーブオン 下館伊讃美
セーブオン 千代川別府
セーブオン 水戸市緑岡
セーブオン 土浦下高津

ファミリーマート 宇都宮菊水町
ファミリーマート 宇都宮今泉町
ファミリーマート 大通り二丁目
ファミリーマート 宇都宮インター
ファミリーマート 宇都宮峰町
ファミリーマート 宇都宮六道町
ファミリーマート 石橋大光寺
ファミリーマート 栃木藤岡
ファミリーマート 金井台
ファミリーマート 鹿沼インター東
ファミリーマート 大田原北金丸
サンクス 東横田
セーブオン 葛生北
セーブオン 宇都宮大曽
セーブオン 宇都宮陽東
セーブオン 鬼怒川小佐越
セーブオン 鬼怒川滝
セーブオン 栃木みかも
セーブオン 野木町野木
セーブオン 佐野植野
セーブオン 佐野石塚
セーブオン 佐野大橋
セーブオン 佐野菊川
セーブオン 西方バイパス
セーブオン 真岡熊倉
セーブオン 足利江川
セーブオン 足利常見町
セーブオン 足利富田
セーブオン 足利弥生町

セーブオン 足利葉鹿
セーブオン 栃木樋ノ口町
セーブオン 那須湯本
セーブオン 市貝町

ファミリーマート 伊勢崎南　　　　　
ファミリーマート 桐生末広町
ファミリーマート 高崎経大通り
ファミリーマート 高崎宮元町
ファミリーマート 高崎石原町
ファミリーマート 高崎中居
ファミリーマート 高崎東貝沢町
ファミリーマート 高崎八千代町
ファミリーマート 高崎駅西口
ファミリーマート 渋川石原
ファミリーマート 前橋古市町
ファミリーマート 前橋公田
ファミリーマート 前橋広瀬団地前
ファミリーマート 前橋紅雲町
ファミリーマート 前橋西片貝
ファミリーマート 前橋鳥取
ファミリーマート 前橋天川大島
ファミリーマート 須藤笂井
ファミリーマート 太田韮川
セーブオン 安中下磯部
セーブオン 安中郷原
セーブオン 伊勢崎寿町
セーブオン 伊勢崎上諏訪
セーブオン 波志江
セーブオン 群馬町金井沢
セーブオン 高崎剣崎
セーブオン 境町西
セーブオン 境町美原
セーブオン 玉村西
セーブオン 佐波東
セーブオン 大間々桐原
セーブオン 富士見時沢
セーブオン 前橋上新田町
セーブオン 前橋西善町
セーブオン 前橋川原
セーブオン 前橋天川
セーブオン 太田新道町
セーブオン 子持上白井
セーブオン 大泉寄木戸
セーブオン 大泉仙石

サークルK 三島壱町田
サークルK 三島てなし
サークルK 三島駅北
サークルK 三島柳郷地
サークルK 駿東畑中
サークルK 長泉町北口
サークルK 沼津下香貫
サークルK 沼津春日町
サークルK 沼津中沢田
サークルK 富士宮朝霧

サークルK 外崎五丁目
サークルK 神田バイパス
サークルK 下町
サークルK 中野二丁目
サークルK 西弘
サークルK 大学通り
サークルK 市民病院通り
サークルK 戸山
サークルK 三内玉作
サークルK 小柳
サークルK 大野
サークルK 観光通り

埼玉県

栃木県

茨城県

群馬県

静岡県

青森県
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サークルK 東バイパス
サークルK 本町
サークルK 浪館
サークルK 沼館
サークルK 二ツ家
サークルK 新井田インドアリンク前
サークルK 西売市
サークルK 長者
サークルK 湊高台
ミニストップ エルム通り
ミニストップ 松島団地
ミニストップ 弘前駅前
ミニストップ 城東高田
ミニストップ 弘前大学病院前
ミニストップ 黒石バイパス
ミニストップ 三沢市役所前
ミニストップ 三沢堀口
ミニストップ 橋本2丁目
ミニストップ 油川
ミニストップ 下長8丁目
ミニストップ 河原木小田
ミニストップ 江陽2丁目
ミニストップ 江南小前
ミニストップ 小中野4丁目
ミニストップ 城下3丁目
ミニストップ 諏訪3丁目
ミニストップ 新井田西平
ミニストップ 売市新上町
ミニストップ 白銀5丁目
ミニストップ 八日町
ミニストップ 湊高台2丁目
サンクス 五所川原福山
サンクス 弘前公園
サンクス 弘前青山
サンクス 弘前城西
サンクス 青森合浦
サンクス 青森横内バイパス
サンクス 青森西バイパス
サンクス 八戸番町
サンクス 八戸光星学院通

サークルK 一宮花池
サークルK 甚目寺八尻
サークルK 名四弥富
サークルK 稲場町
サークルK 岩倉中本町　　　　
サークルK 朝宮
サークルK 春日井松河戸
サークルK 瀬戸北山
サークルK 三好井之口
サークルK 春日
サークルK 横須賀町
サークルK 東海荒尾町
サークルK 三軒町
サークルK 美里
サークルK 甚兵衛通
サークルK 土古
サークルK 築盛
サークルK 東海通
サークルK 菱池
サークルK 吹上
サークルK 杁中
サークルK 弥富通四丁目
サークルK 康生通
サークルK 中沼
サークルK 栄瓦通
サークルK 丸の内三丁目
サークルK 九丁堀
サークルK 大井橋
サークルK 八王子
サークルK 五女子

サークルK 大日町
サークルK 柳橋
サークルK 葵一丁目
サークルK 岩戸
サークルK 柵下町
サークルK 忠次一丁目
サークルK 新東浦通
サークルK 金山南
サークルK 長喜町
サークルK よもぎ台
サークルK 名東高校前
サークルK 藤見が丘
サークルK 篠の風
サークルK 桃山
サークルK 桶狭間
ファミリーマート 藤田屋知立
ファミリーマート 日進三本木
ファミリーマート 半田青山
ファミリーマート マーサ西岡
ファミリーマート 田中町
ファミリーマート 保見
ファミリーマート 東海通駅前
ファミリーマート 栄一丁目
ファミリーマート 東新町
ファミリーマート 新栄
ファミリーマート 鶴舞
ミニストップ 則武
コミュニティ・ストア ミヨシヤ一社

サークルK 輪之内町
サークルK 岐南下印食
サークルK 岐南平島
サークルK 羽島駅前
サークルK 坂祝黒岩
サークルK 可児鳴子
サークルK 各務原成清
サークルK 前渡東
サークルK 蘇原栄
サークルK 那加巾下
サークルK 関倉知
サークルK 関東山
サークルK 岐阜加納新本町
サークルK 岐阜芥見三丁目
サークルK 西則武
サークルK 岐阜東金宝町
サークルK 本荘中ノ町
サークルK 郡上中津屋
サークルK 恵那インター
サークルK 高山新宮
サークルK 瑞浪松ヶ瀬
サークルK 音羽二丁目
サークルK 上面
サークルK 大垣大井
サークルK 本今
サークルK 中津川中村
サークルK 泉
サークルK 糸貫早野
サークルK 本巣町
サークルK 大野稲畑
ファミリーマート 西鏡島
ファミリーマート 岐阜公園前
ファミリーマート 六条大溝
ファミリーマート 六条北
ファミリーマート 高山駅前
ファミリーマート 長松町
ファミリーマート 朝日大学前

サークルK 河原町丸太町
サークルK 烏丸御池

サークルK 伊勢中島　　　　
サークルK 久居井戸山　　　　
サークルK 名四長島
サークルK 桑名松ノ木
サークルK 大山田
サークルK 桑名くわべ
サークルK 江場
サークルK 東方
サークルK 富州原
サークルK 北五味塚
サークルK 楠本郷
サークルK 鵜ノ森
サークルK 午起
サークルK 四日市あかつき台
サークルK 三重団地
サークルK 川原町
サークルK 四日市大井の川
サークルK 名四塩浜
サークルK 日永
サークルK 四日市波木
サークルK かすみ
サークルK 松阪宝塚　　　　　
サークルK 津神戸
サークルK 津大里　　　　
サークルK 度会大野木　　　　
サークルK 関インター
サークルK 鈴鹿庄野
サークルK 鈴鹿桜島
サークルK 末広鈴鹿
ファミリーマート 伊勢西インター前
ファミリーマート 三雲中道
ファミリーマート 亀山栄町
ファミリーマート 久居野村町
ファミリーマート ときわ
ファミリーマート 霞ヶ浦駅前
ファミリーマート 四日市諏訪町
ファミリーマート 玉城
ファミリーマート 鈴鹿ホンダ前

サークルK 高槻岡本町
サークルK 郡家新町
サークルK 高槻駅西
サークルK 堺金岡
サークルK 佐太中町七丁目
サークルK 泉佐野長滝
サークルK 中央大手通一丁目
サークルK 鶴見緑地
サークルK 長居公園東
サークルK 大東諸福
サークルK 大東野崎
サークルK 吉田本町
サークルK 東大阪渋川町
サークルK 柏原田辺
サークルK 豊中上津島
サークルK 上野坂
サークルK 粟生外院
ファミリーマート 西武西中島
ミニストップ 御堂筋本町

サークルK 宛の木
サークルK 郡山横田町
サークルK 郡山いまごう
サークルK 猿沢の池
サークルK 大和新庄
ファミリーマート 橿原出合町
ファミリーマート 生駒壱分インター
ファミリーマート 生駒菜畑駅前
ファミリーマート 大西天理東
ファミリーマート 西ノ京

ファミリーマート 奈良東九条
ミニストップ 橿原曲川
ミニストップ 王寺町本町
サンクス 橿原十市
サンクス 明日香
サンクス 高田神楽
サンクス 天理消防署前
サンクス 平城
サンクス 奈良柏木東
サンクス 広陵沢

サークルK 伊丹寺本
サークルK 伊丹瑞穂
サークルK 伊丹大鹿
サークルK 伊丹中野西
サークルK 中野東一丁目
サークルK 深江本町一丁目
サークルK 神戸道場町
サークルK 川西加茂
サークルK 南武庫之荘七丁目
サークルK 西立花町三丁目
関西スーパー 大社

デイリーヤマザキ 佐世保高天町
デイリーヤマザキ 県立大学前
デイリーヤマザキ 南陽台入口
デイリーヤマザキ 大村駅前
デイリーヤマザキ 長崎畝刈
デイリーヤマザキ 長崎大黒町
デイリーヤマザキ 竹の久保
デイリーヤマザキ 諌早厚生町

ファミリーマート 佐真下
ファミリーマート ムーンビーチ前
ファミリーマート 北谷美浜
ファミリーマート 国際通り久茂地
ファミリーマート 小禄高良
ファミリーマート 松山
ファミリーマート 前島2丁目
ファミリーマート ひめゆり通り
ファミリーマート 繁多川1丁目
ファミリーマート 名護バイパスアネックス

全　　国 1,673

千葉県内 104

（平成13年5月31日現在）

愛知県

岐阜県

奈良県

大阪府

三重県

兵庫県

長崎県

沖縄県

京都府


