
関東
東京都（23区） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

紀伊國屋書店大手町ビル店 東京都千代田区大手町1-6-1　大手町ビル1F 03-3201-5084

チケットビューロー有楽町交通会館営業所 東京都千代田区有楽町2-10-1 03-3211-5555

 「プレイガイド・ギフトカード」カウンターbyちけっとぽーと 東京都千代田区丸の内1-9-1　グラントウキョウノースタワー大丸東京店11階 03-5561-7714

東京クレジットサービス本社 東京都千代田区一ツ橋2-6-3(一ツ橋ビル7F) 03-5275-7600

東京シティ・エアターミナル　2階売店 東京都中央区日本橋箱崎町42-1 （東京シティ・エアターミナル2F） 03-3665-7172

八重洲サービス 東京都中央区八重洲2-1（八重洲地下街レモンロード） 03-3271-7225

ちけっとぽーと　銀座メトロ店 東京都中央区銀座4-1-2（地下鉄駅構内旅行案内所3/4番　C4出口） 03-5561-7714

京橋千疋屋　京橋本店 東京都中央区京橋1-1-9 03-3281-0300

カジマツーリスト 東京都港区元赤坂1-1-5（富士陰ビル7Ｆ） 03-5474-1670

京急観光品川旅行センター 東京都港区高輪3-26-26　京急品川駅構内 03-3447-0411

京成トラベルサービス新橋支店 東京都港区新橋2-21-1　新橋駅前ビル2号館 03-3289-0501

東武トラベル東東京支店 東京都台東区上野5-16-12　（サンライズ第１ビル3F） 03-5807-7311

岡本紙文具店 東京都台東区東上野3-39-7　オカモト第一ビル 03-3831-1469

東武トラベル浅草駅第一支店 東京都台東区花川戸1-4-1(浅草駅内) 03-3843-4141

ビッグホリデー 東京都文京区本郷3-19-4(本郷大関ビル) 03-3818-7438

東武トラベル北千住駅支店 東京都足立区千住旭町42-1(東武北千住駅内) 03-3881-6107

紀伊國屋書店北千住マルイ店 東京都足立区千住3-92　北千住マルイ8F 03-3870-8571

東武トラベル竹の塚駅支店 東京都足立区竹の塚6-6-1（東武竹の塚駅ビル3Ｆ） 03-5242-5511

東武トラベル西新井駅支店 東京都足立区西新井栄町2-1-1(西新井駅内) 03-3887-6581

東武トラベル錦糸町駅支店 東京都墨田区錦糸3-2-1(アルカイースト1F) 03-5610-2266

東武トラベル押上支店 東京都墨田区押上2-18-12(東武館　1階) 03-3624-1921

紀伊國屋書店ららぽーと豊洲店 東京都江東区豊洲2-4-9　アーバンドッグららぽーと豊洲3F　 03-3533-4361

ちけっとぽーと　渋谷店 東京都渋谷区道玄坂2-29-1（渋谷109　2階） 03-5561-7714

京王観光渋谷駅営業所 東京都渋谷区道玄坂1-12-3(渋谷マークシティ2F) 03-5428-3155

紀伊國屋書店渋谷店 東京都渋谷区道玄坂1-2-2　渋谷東急プラザ5F 03-3463-3241

紀伊國屋書店新宿南店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2　タカシマヤタイムズスクエア 03-5361-3301

京王観光新宿南口営業所 東京都渋谷区代々木2-8-5（新宿駅南口ビル1F） 03-5308-1421

京王観光笹塚駅営業所 東京都渋谷区笹塚1-56-7(京王線笹塚駅構内) 03-3375-6691

紀伊國屋書店笹塚店 東京都渋谷区笹塚1-48-14　笹塚ショッピングモール1F 03-3485-0131

京橋千疋屋　原宿店 東京都渋谷区神宮前1-11-11　グリーンファンタジア201（表参道） 03-3403-2550

京王観光明大前駅営業所 東京都世田谷区松原2-45-1(京王線明大前駅構内) 03-3321-8570

京王観光下高井戸駅営業所 東京都世田谷区松原3-29-17（京王線下高井戸駅ビル1F） 03-5301-7331

さえき北烏山食品館 東京都世田谷区北烏山7-22-6 03-5314-5678

京王観光千歳烏山営業所 東京都世田谷区南烏山5-32-13(京王線千歳烏山駅西口) 03-3326-7711

紀伊國屋書店玉川高島屋店 東京都世田谷区玉川3-17-1　玉川高島屋ショッピングセンター南館5F 03-3709-2091

さえき希望ヶ丘食品館 東京都世田谷区船橋6-26-8 03-5316-2822

コミュニティーＨＵＢ用賀店 東京都世田谷区用賀4-10-1（SBSタワー2F） 03-5717-2201

京王観光用賀営業所 東京都世田谷区用賀4-10-1 03-5491-4811

ちけっとぽーと新宿店（伊勢丹会館B１F） 東京都新宿区新宿3-15-17　伊勢丹会館B1F 03-5561-7714

京王観光京王新宿駅営業所 東京都新宿区西新宿1-1-4(京王百貨店B1F) 03-3342-7731

ギフトカード専門ショップ　カードメイツ 東京都新宿区西新宿1-24-1（エスティック情報ビルＢ1Ｆ） 0120-017-255

東武トラベル新宿支店 東京都新宿区西新宿1-25-1(新宿センタービルMB1) 03-3349-8737

紀伊國屋書店新宿本店 東京都新宿区新宿3-17-7 03-3354-0131

八千代クレジットサービス本社 東京都豊島区東池袋2-61-3(八千代銀行東池袋ビル) 03-5992-8441

東武トラベル西東京支店 東京都豊島区南池袋2-23-2（池袋パークサイドビル3Ｆ） 03-3986-8511

東武トラベル池袋駅支店 東京都豊島区西池袋1-1-25(池袋駅西口B1) 03-3981-1231

ちけっとぽーと　池袋店 東京都豊島区南池袋1-28-2（池袋パルコ6階） 03-5561-7714

イズミヤ板橋店サービスカウンター 東京都板橋区前野町4-21-22 03-5970-9111

東武トラベル上板橋駅支店 東京都板橋区上板橋2-36-7(上板橋駅南口) 03-3934-3201

東武トラベル成増駅支店 東京都板橋区成増3-11-3(成増アクト1ビル3F) 03-5383-2281

東京都（23区以外） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

ちけっとぽーと吉祥寺店　（改装の為休業中）  東京都武蔵野市吉祥寺南町2-1-3（吉祥寺ｽﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰﾛﾝﾛﾝｴｷｻｲﾂﾌﾟﾗｻﾞＢ1階） 03-5561-7714

京王観光丸井吉祥寺営業所 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-7-1（丸井6階） 0422-47-5875

京王観光つつじヶ丘駅営業所 東京都調布市西つつじヶ丘3-35-1(京王線つつじヶ丘駅構内) 0424-89-5911

京王観光調布駅営業所 東京都調布市小島町2-48-26（調布サウスゲートビル1F） 0424-81-1616

さえき若松食品館 東京都府中市若松町4-36-2 042-366-6610

さえき是政食品館 東京都府中市是政4-1-17 042-358-1222

京王観光トラベルプラザ府中 東京都府中市宮町1-1-10(京王線府中駅構内2F) 042-334-2151

京王観光府中駅営業所 東京都府中市府中町1-3-1(京王線府中駅1F) 042-366-3111



関東
さえき富士見台食品館 東京都国立市富士見台2-45-12 042-576-3333

さえき富士見通り食品館 東京都国立市中1－19－10 042-571-2244

さえき国立食品館 東京都国立市西1-11-6 042-573-8885

ちけっとぽーと　町田店 東京都町田市原町田6-12-20（小田急百貨店町田店3F） 03-5561-7714

さえきたかの台食品館 東京都小平市小川町1-1097 042-349-0731

アスタ専門店街　3階インフォメーションカウンター 東京都西東京市田無町2-1-1　 042-460-2012

さえき秋津食品館 東京都東松山市秋津町3-24-6 042-396-5888

さえき西立川食品館 東京都立川市富士見町1-23-13 042-529-5333

イオンモール日の出 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木557 042-588-8000

京王観光高幡不動駅営業所 東京都日野市高幡139(京王線高幡不動駅構内) 042-594-1161

京王観光南大沢駅営業所 東京都八王子市南大沢2-1-6　フレンテ南大沢2F 042-670-2070

京王観光京王八王子駅営業所 東京都八王子市明神町3-27-1(京王八王子駅構内) 0426-44-0276

さえき長房食品館 東京都八王子市長房町456-7 0426-69-3388

京王観光高尾駅営業所 東京都八王子市初沢町1227(京王高尾駅構内) 0426-68-1601

京王観光聖蹟桜ヶ丘駅営業所 東京都多摩市関戸1-10-10(京王線聖蹟桜ヶ丘駅構内) 042-375-8611

京王観光トラベルプラザせいせき 東京都多摩市関戸1-7-5（京王聖蹟桜ヶ丘SC・C館2階） 042-337-2740

京王観光永山駅営業所 東京都多摩市永山1-18-1(京王永山駅構内) 042-375-9736

京王観光多摩センター駅営業所 東京都多摩市落合1-10-2（京王多摩センター駅構内） 042-373-6411

さえき大南食品館 東京都武蔵村山市大南3-133-1 042-561-7666

イオンモールむさし村山ミュー 東京都武蔵村山市榎1-1-3 042-566-8111

神奈川県 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

川崎BE 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 044-200-6554

京急観光アゼリア旅行センター 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2　川崎地下街アゼリア502 044-245-1832

京急観光川崎旅行センター 神奈川県川崎市川崎区砂子１-3-1　京急川崎駅構内 044-211-0321

京王観光京王稲田堤駅営業所 神奈川県川崎市多摩区菅2-9-9（京王稲田堤駅構内） 044-949-1521

ギフトカード専門ショップ　ギフカプラザ 神奈川県横浜市西区北幸1-7-6 045-534-8875

相鉄観光横浜地下街旅行センター 神奈川県横浜市西区南幸1-4-B-1(ザ･ダイヤモンド) 045-311-3881

相鉄観光ジョイナス旅行センター 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1　（相鉄ジョイナス4F) 045-319-2451

京急観光ポルタ旅行センター 神奈川県横浜市西区高島2-16-Ｂ1-208　横浜駅東口地下街ポルタ内 045-453-6321

ちけっとぽーと横浜店 神奈川県横浜市西区高島2-16-Ｂ1-430　横浜駅東口地下街ポルタ内 03-5561-7714

相鉄観光本社 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1(相鉄岩崎学園ビル2F) 045-319-2401

酒　yokomizo 神奈川県横浜市港北区新吉田東3-46-12 045-591-1081

紀伊國屋書店ららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜3F　 045-938-4481

東武トラベル横浜支店 神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1(関内STビル1F) 045-212-3661

京急観光ルトラン上大岡旅行センター 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1　京急上大岡駅構内 045-848-7131

相鉄観光港南台旅行センター 神奈川県横浜市港南区港南台4-16-2 045-834-2702

相鉄観光二俣川駅旅行センター 神奈川県横浜市旭区二俣川2-91-7（二俣川駅グリーンぽけっと内） 045-362-5792

相鉄観光三ツ境駅旅行センター 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境4（三ツ境駅グリーンぽけっと内） 045-366-5311

京急観光金沢文庫旅行センター 神奈川県横浜市金沢区谷津町384　京急金沢文庫駅構内 045-782-5538

京急観光追浜旅行センター 神奈川県横須賀市追浜町3-3　京急追浜駅構内 046-866-2363

京急観光横須賀旅行センター 神奈川県横須賀市若松町2-25 046-822-1330

京急観光久里浜旅行センター 神奈川県横須賀市久里浜4-4-10　ウイング久里浜4階 046-834-0360

京王観光京王橋本駅営業所 神奈川県相模原市橋本2-3-2(京王橋本駅構内2F) 042-772-3650

イオンモール大和 神奈川県大和市下鶴間1-2-1 046-200-3000

箱根登山ベルジュ 神奈川県小田原市栄町2-1-2（箱根登山ベルジュ１Fインフォメーション） 0465-24-1125

ダイナシティ･ウエストモール 神奈川県小田原市中里208(4Fカードカウンター) 0465-49-8120

千葉県 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

京葉銀カード本社 千葉県千葉市中央区本町3-2-6 043-222-2131

東武トラベル千葉支店 千葉県千葉市中央区富士見町1-14-13　（千葉大栄ビル6階） 043-224-4192

イズミヤ検見川浜店サービスカウンター 千葉県千葉市美浜区真砂4-2-6 043-279-8100

紀伊國屋書店流山おおたかの森店 千葉県流山市西初石6-185-2 流山おおたかの森ショッピングセンター2F 04-7156-6111

イオンモール千葉ニュータウン 千葉県印西市中央北3-2 0476-48-4111

エンチョー白井店 千葉県印旛郡白井町冨士137-2 0474-46-8001

東武トラベル船橋駅支店 千葉県船橋市本町7-1-1(船橋東武駅ビル) 047-424-4567

イズミヤ八千代店サービスカウンター 千葉県八千代市村上1245 0474-86-2001

モラージュ柏モラージュ柏インフォメーション・カウンター 千葉県柏市大山台2-3(モラージュ柏1F) 04-7137-6200

東武トラベル柏駅支店 千葉県柏市末広町1-7(東武柏駅内) 04-7144-2381

イオンモール成田 千葉県成田市ウイング土屋24 0476-23-8282

イオンモール富津 千葉県富津市青木土地区画整理地内200街区（総合サービスカウンター） 0439-80-1700

埼玉県　　　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います



関東
販売店名 住所 電話番号

東武トラベルさいたま支店 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2(JA共済埼玉ビル2F) 048-642-3686

ちけっとぽーと　大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-2（ソニックシティホール１階） 03-5561-7714

東武トラベル大宮駅支店 埼玉県さいたま市大宮区錦町630（東武大宮駅内） 048-642-3687

むさしのカード本社　　　　　　　　　　　　　　★ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-218(ぶぎんリースビル3F) 048-648-2881

福祉葬祭法事部ショールーム 埼玉県さいたま市緑区三室2380-1 048-810-1481

イオンモール川口キャラ 埼玉県川口市前川1-1-11 048-263-5000

東武トラベル草加駅支店 埼玉県草加市高砂2-5-25(草加駅内) 048-928-1311

東武トラベル松原団地駅支店 埼玉県草加市松原1-1-1(松原団地駅内) 048-944-7851

東武トラベルせんげん台駅支店 埼玉県越谷市千間台東1-61(せんげん台駅内) 048-978-9701

東武トラベル越谷駅支店 埼玉県越谷市弥生町4-44(越谷駅内) 048-965-9911

東武トラベル埼玉教育旅行支店 埼玉県越谷市弥生町11-5（大野ビル4F） 048-966-9701

イオンレイクタウンkaze 埼玉県越谷市東町4-21-1 048-934-3000

東武トラベル新越谷駅支店 埼玉県越谷市南越谷1-11-4（東武新越谷駅ビル　ヴァリエ1F） 048-986-0366

東武トラベル春日部駅支店 埼玉県春日部市粕壁1-10-1(春日部駅東口) 048-761-8741

東武トラベル東武動物公園駅支店 埼玉県南埼玉郡宮代町百間2-3-24(東武動物公園駅内) 0480-34-3567

イオンモール羽生 埼玉県羽生市川崎2-281-3 048-560-1000

東武トラベル坂戸駅支店 埼玉県坂戸市日の出町1-4(坂戸駅北口構内) 049-289-8161

東武トラベル埼玉西教育旅行支店 埼玉県川越市田町28-6(川越市駅構内) 049-246-4711

東武トラベル川越支店 埼玉県川越市脇田町24-9(東武川越駅構内) 049-222-2811

さえき新宿食品館 埼玉県川越市新宿6-27-1 049-245-5111

東武トラベル和光市駅支店 埼玉県和光市新倉4150-1(和光市駅内) 048-466-7422

東武トラベル志木駅支店 埼玉県新座市東北2-38-1(志木駅内) 048-473-4771

さえき東松山食品館 埼玉県東松山市六軒町21-1 049-327-1780

さえき小谷田食品館 埼玉県入間市小谷田1379 042-963-2137

桶川ショッピングセンター 埼玉県桶川市若宮1-5-2　（桶川マイン2Ｆ）Ｍカードコーナー 048-787-6666

茨城県 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

ショッピングセンター　パルナ　1Ｆサービスカウンター 茨城県稲敷市西代1495 0299-80-5111

イズミヤ牛久店サービスカウンター 茨城県牛久市牛久町280 0298-74-1521

ヒマラヤ竜ケ崎ニュータウン店 茨城県龍ケ崎市中根代2-1-10 0297-65-6611

協同組合　結城専門店会 茨城県結城市結城531　結城商工会議所内 0296-33-3234

サンユーストアー千波店 茨城県水戸市千波町字十一軒2272-1 029-305-7780

イオンモール水戸内原 茨城県水戸市中原町字西135　総合サービスカウンター 029-259-1000

サンユーストアー勝田店 茨城県ひたちなか市松戸町1-4-1 029-354-0511

茨城ビジネス 茨城県日立市東多賀町2-10-34 0294-38-1181

サンユーストアー鮎川店 茨城県日立市鮎川町3-1-1 0294-28-5500

サンユーストアー若葉店 茨城県日立市若葉町3-1-18 0294-26-0333

サンユーストアー池の川店 茨城県日立市会瀬町2-22-12 0294-28-5600

サンユーストアー東多賀店 茨城県日立市東多賀町4-1-23 0294-38-3939

サンユーストアー日高店 茨城県日立市日高町4-8-1 0294-43-8100

サンユーストアー手綱店 茨城県高萩市下手綱鍋田1487 0293-24-1144

サンユーストアー秋山店 茨城県高萩市島名字経塚2155 0293-24-1211

サンユーストアー磯原中央店 茨城県北茨城市磯原町磯原1-127 0293-42-1610

サンユーストアーザ･酒屋さん 茨城県北茨城市磯原町磯原2-16 0293-43-7171

サンユーストアー中郷店 茨城県北茨城市中郷町上桜井2884 0293-43-5055

サンユーストアー大津店 茨城県北茨城市大津町北町2471 0293-46-3663

栃木県 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

東武トラベル宇都宮支店 栃木県宇都宮市宮園町5-4(東武宇都宮駅内) 028-636-3331

パセオサービスセンター 栃木県宇都宮市川向町1-23 028-627-8400

東武トラベル栃木支店 栃木県栃木市河合町1-68 0282-24-8331

イズミヤ小山店サービスカウンター 栃木県小山市中央町3-7-1 0285-21-1200

群馬県　　　　　　　　　　　　（★カード決済可） 営業時間・休業日・取扱券種・支払方法は直接お問合せ願います

販売店名 住所 電話番号

三洋クリエイティブサービス 群馬県邑楽郡大泉町仙石3-25-1 0276-63-2802

イオンモール高崎 群馬県高崎市棟高町1400 027-310-9000

紀伊國屋書店前橋店 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク前橋1F 027-220-1830

群銀カード本社　　　　　　　　　　　　　　　　★ 群馬県前橋市元総社町206(みやまビル2F) 027-253-8111

イオンモール太田 群馬県太田市石原町81（総合サービスカウンター） 0276-47-8700

東武トラベル館林駅支店 群馬県館林市本町2-1-1(館林駅内) 0276-73-8927


