
【セブン-イレブン】ペットボトル回収機 設置店舗一覧
（２０２１年８月２７日時点： 合計 ７５４店舗）
 ※都合により、一部店舗では稼働を停止している場合がございます。

都道府県 市区町村 店名 住所

茨城県 行方市 行方小高 行方市井貝字中台３３１番７

茨城県 行方市 玉造緑ヶ丘 行方市玉造甲６７３７番地２

茨城県 行方市 玉造バイパス 行方市玉造甲９９６−１

茨城県 行方市 玉造上山 行方市芹沢８６６−１

茨城県 行方市 行方荒宿 行方市荒宿字ヤシ町４９０−１

茨城県 行方市 行方根小屋 行方市根小屋字寺前１０２３

茨城県 行方市 北浦岡 行方市山田３０１４−３

茨城県 行方市 茨城麻生中央 行方市麻生３２８９−５０

茨城県 行方市 行方麻生 行方市麻生字田幸６７５−１

沖縄県 糸満市 糸満兼城サンプラザ糸満 沖縄県糸満市兼城４００

沖縄県 糸満市 糸満座波 沖縄県糸満市字座波１０７１−１

沖縄県 糸満市 糸満真栄里東 沖縄県糸満市字糸満１５８２

沖縄県 浦添市 浦添宮城２丁目 沖縄県浦添市宮城２丁目１７−３

沖縄県 浦添市 浦添前田 沖縄県浦添市前田１２５１番

沖縄県 浦添市 浦添内間１丁目 沖縄県浦添市内間１丁目２−１

沖縄県 うるま市 うるまみどり町４丁目 沖縄県うるま市みどり町４丁目２０−４

沖縄県 うるま市 うるま宮里 沖縄県うるま市宮里７７８番地

沖縄県 うるま市 うるま喜屋武 沖縄県うるま市字喜屋武４９４−１

沖縄県 うるま市 うるま与勝 沖縄県うるま市字具志川１４６０

沖縄県 うるま市 うるま勝連平安名 沖縄県うるま市勝連平安名１６３８番地

沖縄県 うるま市 うるま赤道 沖縄県うるま市赤道３４６

沖縄県 沖縄市 沖縄胡屋１丁目 沖縄県沖縄市胡屋１丁目２−６

沖縄県 沖縄市 沖縄高原６丁目 沖縄県沖縄市高原６丁目９番４

沖縄県 沖縄市 沖縄照屋２丁目 沖縄県沖縄市照屋２丁目２４番３号

沖縄県 沖縄市 沖縄北インター 沖縄県沖縄市登川３丁目９−１０

沖縄県 沖縄市 沖縄美里 沖縄県沖縄市美原１丁目２１番４

沖縄県 宜野湾市 琉球大学北口 沖縄県宜野湾市我如古２丁目１１−１

沖縄県 島尻郡 南風原町 南風原新川 沖縄県島尻郡南風原町字新川２１８−２

沖縄県 島尻郡 南風原町 津嘉山ＪＡおきなわ 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山３４３−１

沖縄県 島尻郡 八重瀬町 八重瀬東風平 沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇６５−１７

沖縄県 島尻郡 八重瀬町 東風平ＪＡおきなわ 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平３８８

沖縄県 島尻郡 与那原町 与那原町与那原 沖縄県島尻郡与那原町字与那原９７７

沖縄県 豊見城市 豊見城高嶺 沖縄県豊見城市高嶺３９５−９９

沖縄県 豊見城市 豊見城伊良波 沖縄県豊見城市字伊良波６８１−１

沖縄県 豊見城市 豊見城金良 沖縄県豊見城市字金良１０８−１

沖縄県 豊見城市 豊見城中央 沖縄県豊見城市字豊見城４５８−１

沖縄県 中頭郡 北中城村 北中城ライカム 沖縄県中頭郡北中城字ライカム４７７

沖縄県 中頭郡 北谷町 北谷北前１丁目 沖縄県中頭郡北谷町北前１丁目２０−１

沖縄県 中頭郡 中城村 琉球大学東口 沖縄県中頭郡中城村字南上原９５０番地

沖縄県 中頭郡 中城村 中城村泊 沖縄県中頭郡中城村字泊前原４２１番１

沖縄県 名護市 名護宇茂佐の森２丁目 沖縄県名護市宇茂佐の森２丁目１４−２

沖縄県 名護市 名護屋部 沖縄県名護市屋部５００

沖縄県 名護市 名護宮里５丁目 沖縄県名護市宮里５丁目７８１番１７

沖縄県 名護市 名護大北４丁目 沖縄県名護市大北４丁目２１番１６号
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都道府県 市区町村 店名 住所

沖縄県 那覇市 那覇新都心公園前 沖縄県那覇市おもろまち４丁目１７−１

沖縄県 那覇市 那覇久茂地３丁目 沖縄県那覇市久茂地３丁目１３−１

沖縄県 那覇市 那覇金城２丁目 沖縄県那覇市金城２丁目２−１

沖縄県 那覇市 那覇小禄１丁目 沖縄県那覇市小禄１丁目１９−２４

沖縄県 那覇市 那覇松山１丁目 沖縄県那覇市松山１丁目３−９

沖縄県 那覇市 那覇松山２丁目 沖縄県那覇市松山２丁目８番１２

沖縄県 那覇市 国際通ＯＴＳビル 沖縄県那覇市松尾１−２−３

沖縄県 那覇市 国際通松尾１丁目 沖縄県那覇市松尾１丁目４

沖縄県 那覇市 新天地浮島 沖縄県那覇市松尾２−２０−６

沖縄県 那覇市 那覇真嘉比２丁目 沖縄県那覇市真嘉比２丁目５−１６

沖縄県 那覇市 那覇西２丁目 沖縄県那覇市西２丁目３番１号

沖縄県 那覇市 那覇上間 沖縄県那覇市⾧田２丁目２６番５号

沖縄県 那覇市 那覇楚辺 沖縄県那覇市樋川１丁目３６−１

沖縄県 那覇市 国際通牧志２丁目 沖縄県那覇市牧志２丁目４−１４

沖縄県 那覇市 壺川駅前 沖縄県那覇市壺川３丁目２−６

埼玉県 朝霞市 朝霞栄町５丁目 埼玉県朝霞市栄町５丁目３−４０

埼玉県 朝霞市 朝霞岡３丁目 埼玉県朝霞市岡３丁目３−６２

埼玉県 朝霞市 朝霞幸町１丁目 埼玉県朝霞市幸町１−４−１

埼玉県 朝霞市 朝霞東洋大学前 埼玉県朝霞市溝沼１３３６−１

埼玉県 朝霞市 朝霞三原３丁目 埼玉県朝霞市三原３丁目１−９

埼玉県 朝霞市 朝霞朝志ヶ丘１丁目 埼玉県朝霞市朝志ケ丘１−６−３５

埼玉県 川越市 川越西笠幡 埼玉県川越市笠幡３８４５−１９

埼玉県 川越市 川越鴨田 埼玉県川越市鴨田１１１４−１

埼玉県 川越市 川越岸町３丁目 埼玉県川越市岸町３−５−４

埼玉県 川越市 川越久下戸 埼玉県川越市久下戸３４０３−１

埼玉県 川越市 川越宮元町 埼玉県川越市宮元町４１−１

埼玉県 川越市 川越月吉町 埼玉県川越市月吉町２１−１

埼玉県 川越市 川越今成 埼玉県川越市今成２−３０−２

埼玉県 川越市 川越大袋新田 埼玉県川越市山城１７０−５

埼玉県 川越市 川越寿町１丁目 埼玉県川越市寿町１−２２６７−２

埼玉県 川越市 鶴ヶ島駅東口 埼玉県川越市小堤９１２−６

埼玉県 川越市 川越新宿町６丁目 埼玉県川越市新宿町６丁目２−５

埼玉県 川越市 川越清水町 埼玉県川越市清水町１４−１６

埼玉県 川越市 川越仙波町２丁目 埼玉県川越市仙波町２ー１ー５

埼玉県 川越市 川越鯨井 埼玉県川越市大字鯨井字後１０９５−５

埼玉県 川越市 川越新河岸 埼玉県川越市大字砂新田８０−２３

埼玉県 川越市 川越寺山 埼玉県川越市大字寺山４４３−１

埼玉県 川越市 川越渋井 埼玉県川越市大字渋井１５４番地１

埼玉県 川越市 川越石田 埼玉県川越市大字石田６１５番１

埼玉県 川越市 川越大中居 埼玉県川越市大中居４３９−２

埼玉県 川越市 川越豊田本 埼玉県川越市大塚１−１−８

埼玉県 川越市 川越今福 埼玉県川越市中台１−１２

埼玉県 川越市 川越的場新町 埼玉県川越市的場新町１３−４

埼玉県 川越市 川越東田町 埼玉県川越市東田町５−１

埼玉県 坂戸市 坂戸にっさい 埼玉県坂戸市にっさい花みず木４丁目１５番地６０

埼玉県 坂戸市 坂戸鎌倉町 埼玉県坂戸市鎌倉町３−２６

埼玉県 坂戸市 坂戸泉町 埼玉県坂戸市泉町２丁目１１−１

埼玉県 坂戸市 坂戸浅羽 埼玉県坂戸市浅羽１５３８−１

埼玉県 坂戸市 坂戸毛呂山バイパス 埼玉県坂戸市善能寺２６３−１

埼玉県 坂戸市 坂戸塚越 埼玉県坂戸市大字塚越１４３０−１

埼玉県 坂戸市 坂戸八幡 埼玉県坂戸市八幡２−５−６

埼玉県 坂戸市 坂戸本町 埼玉県坂戸市本町１−１９
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都道府県 市区町村 店名 住所

埼玉県 志木市 志木幸町３丁目 埼玉県志木市幸町３丁目４番３６号

埼玉県 志木市 志木上宗岡４丁目 埼玉県志木市上宗岡４−１３−１２

志木市 志木中宗岡 埼玉県志木市中宗岡４丁目２０番６号

埼玉県 志木市 志木柏町４丁目 埼玉県志木市柏町４丁目２−４

埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島脚折町６丁目 埼玉県鶴ヶ島市脚折町６丁目２８−４

埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島東 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷４０−１

埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島三ツ木 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木６５９−１

埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島上広谷 埼玉県鶴ヶ島市上広谷５８９−１１

埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島運動公園前 埼玉県鶴ヶ島市太田ヶ谷７９８

埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島高倉 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉１６−１１

埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島高倉南 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉字熊野１０６０番１

埼玉県 所沢市 所沢元町 埼玉県所沢市元町９−２５

埼玉県 所沢市 所沢下山口 埼玉県所沢市山口１５２４−１

埼玉県 所沢市 西所沢山口 埼玉県所沢市山口１８０

埼玉県 所沢市 所沢西狭山ヶ丘２丁目 埼玉県所沢市西狭山ヶ丘２丁目２１３０−１

埼玉県 所沢市 所沢牛沼 埼玉県所沢市大字牛沼６−１

埼玉県 所沢市 所沢上安松 埼玉県所沢市大字上安松１１１７−３

埼玉県 所沢市 東所沢バイパス 埼玉県所沢市大字日比田７２８番地３

埼玉県 所沢市 所沢東住吉中央 埼玉県所沢市東住吉７−１

埼玉県 所沢市 所沢北秋津 埼玉県所沢市北秋津１３８番地

埼玉県 所沢市 所沢小手指ケ原 埼玉県所沢市北野１−１−１

埼玉県 所沢市 所沢北野 埼玉県所沢市北野２丁目２５番地２９

埼玉県 新座市 新座西堀2丁目 埼玉県新座市西堀２−２−１３

埼玉県 新座市 新座石神１丁目 埼玉県新座市石神１−１０−２８

埼玉県 新座市 新座石神３丁目 埼玉県新座市石神３−１−１

埼玉県 新座市 新座大和田３丁目 埼玉県新座市大和田３丁目１５８−１

埼玉県 新座市 新座北野２丁目 埼玉県新座市北野２−８−７

埼玉県 新座市 新座堀ノ内病院前 埼玉県新座市堀ノ内２丁目９−２６

埼玉県 飯能市 飯能狭山バイパス 埼玉県飯能市大字双柳１２８５−１

埼玉県 東松山市 東松山幸町 埼玉県東松山市幸町１−１５

埼玉県 東松山市 東松山松本町 埼玉県東松山市松本町１−７−１０

埼玉県 東松山市 東松山上唐子 埼玉県東松山市上唐子１５０２−１

埼玉県 東松山市 東松山インター 埼玉県東松山市石橋３７１−２８

埼玉県 東松山市 東松山箭弓町 埼玉県東松山市箭弓町２丁目５５８４−１

埼玉県 東松山市 東松山市松山 埼玉県東松山市大字松山２３０４−６

埼玉県 東松山市 東松山柏崎 埼玉県東松山市大字柏崎字小原９４−１

埼玉県 東松山市 東松山六軒町 埼玉県東松山市六軒町６ー８

埼玉県 日高市 日高森戸新田 埼玉県日高市森戸新田８７−４

埼玉県 富士見市 富士見市バイパス 埼玉県富士見市下南畑３６１８−３

埼玉県 富士見市 富士見鶴瀬駅西通り 埼玉県富士見市大字鶴馬３５５５−１４

埼玉県 富士見市 富士見鶴瀬西２丁目 埼玉県富士見市鶴瀬西２−２５３４−１

埼玉県 富士見市 富士見東みずほ台３丁目 埼玉県富士見市東みずほ台３−１７−９
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神奈川県 川崎市 川崎区 川崎駅前本町店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町８−１７

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎四谷上町北 神奈川県川崎市川崎区塩浜２丁目１３−５

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎八丁畷駅前 神奈川県川崎市川崎区下並木３２−１

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎京町１丁目 神奈川県川崎市川崎区京町１−１１−１７

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎境町 神奈川県川崎市川崎区境町１５−１９

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎元木１丁目 神奈川県川崎市川崎区元木１丁目１−５

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎鋼管通 神奈川県川崎市川崎区鋼管通１−３−８

神奈川県 川崎市 川崎区 浜川崎 神奈川県川崎市川崎区鋼管通４−５−６

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎四谷上町 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１８−８

川崎市 川崎区 川崎大師東門前 神奈川県川崎市川崎区四谷上町７−１１

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎小川町 神奈川県川崎市川崎区小川町１２−１６

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎小田栄１丁目 神奈川県川崎市川崎区小田栄１−９−２０

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎川中島２丁目 神奈川県川崎市川崎区川中島２−１−１

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎浅田４丁目 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目１６−１３

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎大師駅前２丁目 神奈川県川崎市川崎区大師駅前２丁目３番６号

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎大島５丁目店 神奈川県川崎市川崎区大島５−１１−１０

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎池上新町１丁目 神奈川県川崎市川崎区池上新町１丁目６番５

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎大師駅北 神奈川県川崎市川崎区中瀬２−１

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎浮島通り 神奈川県川崎市川崎区殿町１−１５−１７

神奈川県 川崎市 川崎区 ＡＮＡ殿町ビジネスセンター 神奈川県川崎市川崎区殿町３−２６−３

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎渡田１丁目 神奈川県川崎市川崎区渡田１−１−１８

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎渡田３丁目 神奈川県川崎市川崎区渡田３−１−２

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎塩浜２丁目 神奈川県川崎市川崎区東門前２−４−６

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎藤崎 神奈川県川崎市川崎区藤崎１−１２−９

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎藤崎４丁目 神奈川県川崎市川崎区藤崎４−１９−６

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎国際病院前 神奈川県川崎市川崎区日ノ出２−１６−１

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎日進町西 神奈川県川崎市川崎区日進町３６−３

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎浜町３丁目 神奈川県川崎市川崎区浜町３−８−２２

神奈川県 川崎市 川崎区 川崎塩浜 神奈川県川崎市川崎区夜光１−７−９

神奈川県 川崎市 幸区 川崎古川町 神奈川県川崎市幸区古川町１０２

神奈川県 川崎市 幸区 川崎鹿島田２丁目 神奈川県川崎市幸区鹿島田２丁目２０−５８

神奈川県 川崎市 幸区 川崎夢見ヶ崎 神奈川県川崎市幸区小倉２−２−１１

神奈川県 川崎市 幸区 川崎南加瀬３丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬３−８−２０

神奈川県 川崎市 幸区 川崎南加瀬５丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬５−５−２

神奈川県 川崎市 幸区 川崎北加瀬 神奈川県川崎市幸区北加瀬２−１−３ 

神奈川県 川崎市 幸区 川崎柳町東 神奈川県川崎市幸区柳町２−３

神奈川県 川崎市 高津区 川崎宇奈根 神奈川県川崎市高津区宇奈根６１８−２

神奈川県 川崎市 高津区 川崎下作延 神奈川県川崎市高津区下作延５−５−９

神奈川県 川崎市 高津区 川崎津田山 神奈川県川崎市高津区下作延７−２−５

神奈川県 川崎市 高津区 川崎下野毛３丁目 神奈川県川崎市高津区下野毛３−４−３

神奈川県 川崎市 高津区 川崎蟹ヶ谷北 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷１３１

神奈川県 川崎市 高津区 川崎久末北 神奈川県川崎市高津区久末１９６５−１

神奈川県 川崎市 高津区 川崎久末 神奈川県川崎市高津区久末２１４８

神奈川県 川崎市 高津区 川崎溝の口駅南口 神奈川県川崎市高津区溝口１−１−３０

神奈川県 川崎市 高津区 川崎溝の口中央 神奈川県川崎市高津区溝口３−１−２４

神奈川県 川崎市 高津区 川崎坂戸２丁目 神奈川県川崎市高津区坂戸２丁目８番５号

神奈川県 川崎市 高津区 川崎子母口 神奈川県川崎市高津区子母口３９３−５

神奈川県 川崎市 高津区 川崎子母口東 神奈川県川崎市高津区子母口４９６

神奈川県 川崎市 高津区 川崎新作 神奈川県川崎市高津区新作４ー１２ー４

神奈川県 川崎市 高津区 川崎高津野川 神奈川県川崎市高津区東野川２丁目３７番６号

神奈川県 川崎市 高津区 川崎二子６丁目 神奈川県川崎市高津区二子６丁目６−１

神奈川県 川崎市 高津区 川崎末⾧東 神奈川県川崎市高津区末⾧４丁目２４−２０
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神奈川県 川崎市 多摩区 川崎堰 神奈川県川崎市多摩区堰３ー５ー５

神奈川県 川崎市 中原区 川崎井田２丁目 神奈川県川崎市中原区井田２丁目３５−１０

神奈川県 川崎市 中原区 川崎井田三舞町 神奈川県川崎市中原区井田三舞町６−４２

神奈川県 川崎市 中原区 川崎下小田中１丁目 神奈川県川崎市中原区下小田中１−１９−１２

神奈川県 川崎市 中原区 武蔵中原駅前 神奈川県川崎市中原区下小田中２−４−１

神奈川県 川崎市 中原区 川崎下小田中東 神奈川県川崎市中原区下小田中３丁目７−１５

神奈川県 川崎市 中原区 川崎武蔵小杉駅新南口 神奈川県川崎市中原区下沼部１８１０

神奈川県 川崎市 中原区 川崎下新城２丁目 神奈川県川崎市中原区下新城２丁目４−２５

神奈川県 川崎市 中原区 川崎西下橋 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目２２−２

神奈川県 川崎市 中原区 川崎宮内４丁目 神奈川県川崎市中原区宮内４−１０−８

神奈川県 川崎市 中原区 川崎中原市ノ坪 神奈川県川崎市中原区市ノ坪３８１−１

神奈川県 川崎市 中原区 川崎市ノ坪南 神奈川県川崎市中原区市ノ坪５８１

神奈川県 川崎市 中原区 川崎小杉陣屋町２丁目 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町２−６−２８

神奈川県 川崎市 中原区 川崎中原区役所前 神奈川県川崎市中原区小杉町３−２４７−１

神奈川県 川崎市 中原区 川崎上小田中１丁目 神奈川県川崎市中原区上小田中１丁目２９−２４

神奈川県 川崎市 中原区 川崎武蔵中原 神奈川県川崎市中原区上小田中３−２０−３

神奈川県 川崎市 中原区 川崎神地 神奈川県川崎市中原区上小田中６−５１−１６

神奈川県 川崎市 中原区 川崎田尻町 神奈川県川崎市中原区上平間１９０ー２３

神奈川県 川崎市 中原区 川崎新丸子東２丁目 神奈川県川崎市中原区新丸子東２丁目８８４−１

神奈川県 川崎市 中原区 川崎新城１丁目 神奈川県川崎市中原区新城１−１２−１９

神奈川県 川崎市 中原区 川崎中丸子 神奈川県川崎市中原区中丸子４０７−１

神奈川県 川崎市 中原区 川崎ガス橋通り 神奈川県川崎市中原区田尻町３４ー２

神奈川県 川崎市 中原区 川崎木月３丁目 神奈川県川崎市中原区木月３−４４−１０

神奈川県 川崎市 中原区 川崎木月大町 神奈川県川崎市中原区木月大町２０１−２

神奈川県 川崎市 中原区 川崎木月祗園町 神奈川県川崎市中原区木月祗園町１−４

神奈川県 川崎市 宮前区 川崎野川台西 神奈川県川崎市宮前区西野川１−５−４６

神奈川県 川崎市 宮前区 川崎野川 神奈川県川崎市宮前区西野川１丁目３２番１９号

神奈川県 川崎市 宮前区 川崎馬絹東 神奈川県川崎市宮前区馬絹５丁目５番８号

神奈川県 藤沢市 藤沢羽鳥 神奈川県藤沢市羽鳥３−１−３９

神奈川県 藤沢市 藤沢慶応大学前 神奈川県藤沢市遠藤４２５２−１

神奈川県 藤沢市 藤沢下土棚 神奈川県藤沢市下土棚２０８１−１

神奈川県 藤沢市 藤沢⾧後南 神奈川県藤沢市下土棚３１８−１

神奈川県 藤沢市 藤沢葛原 神奈川県藤沢市葛原２１０４

神奈川県 藤沢市 藤沢亀井野４丁目 神奈川県藤沢市亀井野４−１５−６

神奈川県 藤沢市 藤沢宮原 神奈川県藤沢市宮原字中原３２１６−５

神奈川県 藤沢市 藤沢高倉 神奈川県藤沢市高倉２１１２−１

神奈川県 藤沢市 藤沢中高倉 神奈川県藤沢市高倉８３７

神奈川県 藤沢市 藤沢鵠沼海岸５丁目 神奈川県藤沢市鵠沼海岸５丁目７−９

神奈川県 藤沢市 鵠沼神明 神奈川県藤沢市鵠沼神明３−９−５

神奈川県 藤沢市 藤沢片瀬山 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷１−８−１１

神奈川県 藤沢市 藤沢菖蒲沢 神奈川県藤沢市菖蒲沢７３７

神奈川県 藤沢市 藤沢石川 神奈川県藤沢市石川１７６４

神奈川県 藤沢市 藤沢川名 神奈川県藤沢市川名１８１−１２

神奈川県 藤沢市 藤沢大鋸 神奈川県藤沢市大鋸９６１−１

神奈川県 藤沢市 藤沢羽根沢 神奈川県藤沢市大庭５３４９−３

神奈川県 藤沢市 藤沢⾧後東 神奈川県藤沢市⾧後１０６４−１

神奈川県 藤沢市 藤沢辻堂高砂 神奈川県藤沢市辻堂６丁目４−１２

神奈川県 藤沢市 藤沢辻堂太平台２丁目 神奈川県藤沢市辻堂太平台２−９−８

神奈川県 藤沢市 藤沢辻堂東海岸4丁目 神奈川県藤沢市辻堂東海岸４−１−２４

神奈川県 藤沢市 藤沢藤が岡 神奈川県藤沢市柄沢１丁目２番地２

神奈川県 藤沢市 藤沢片瀬 神奈川県藤沢市片瀬３３９−４

神奈川県 藤沢市 藤沢片瀬5丁目 神奈川県藤沢市片瀬５−１１−６
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神奈川県 藤沢市 藤沢片瀬海岸１丁目 神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目１１−３２

神奈川県 藤沢市 藤沢本鵠沼５丁目 神奈川県藤沢市本鵠沼５丁目１１番１７号

神奈川県 藤沢市 藤沢本町２丁目 神奈川県藤沢市本町２丁目１−２１

藤沢市 本藤沢２丁目 神奈川県藤沢市本藤沢２−１２−５

神奈川県 藤沢市 藤沢弥勒寺２丁目 神奈川県藤沢市弥勒寺２丁目１番２号

神奈川県 藤沢市 藤沢円行 藤沢市円行１ー２ー１３

神奈川県 横須賀市 船越 横須賀市船越町１−５０

神奈川県 横須賀市 横須賀芦名１丁目 神奈川県横須賀市芦名１丁目５５９番１

神奈川県 横須賀市 横須賀芦名 神奈川県横須賀市芦名２−８−１９

神奈川県 横須賀市 横須賀安浦 神奈川県横須賀市安浦町３−２５

神奈川県 横須賀市 横須賀浦賀５丁目 神奈川県横須賀市浦賀５丁目１２番７号

神奈川県 横須賀市 横須賀金谷 神奈川県横須賀市金谷２−２−７

神奈川県 横須賀市 横須賀公郷町２丁目 神奈川県横須賀市公郷町２丁目２３−１

神奈川県 横須賀市 横須賀北久里浜 神奈川県横須賀市根岸町１−９−２０

神奈川県 横須賀市 横須賀根岸町４丁目 神奈川県横須賀市根岸町４丁目３−１８

神奈川県 横須賀市 横須賀佐野町３丁目 神奈川県横須賀市佐野町３−１０

神奈川県 横須賀市 横須賀坂本 神奈川県横須賀市坂本町１丁目３３

神奈川県 横須賀市 横須賀三春公園前 神奈川県横須賀市三春町１丁目１３−１７

神奈川県 横須賀市 横須賀三春町５丁目 神奈川県横須賀市三春町５丁目４１−２

神奈川県 横須賀市 横須賀山科台 神奈川県横須賀市山科台８番１号

神奈川県 横須賀市 横須賀舟倉 神奈川県横須賀市舟倉２丁目６−３

神奈川県 横須賀市 横須賀小矢部３丁目 神奈川県横須賀市小矢部３丁目１１３０番１

神奈川県 横須賀市 横須賀上町 神奈川県横須賀市上町２ー７

神奈川県 横須賀市 横須賀森崎１丁目 神奈川県横須賀市森崎１−９−３１

神奈川県 横須賀市 横須賀須軽谷 神奈川県横須賀市須軽谷９９３−１

神奈川県 横須賀市 横須賀大津町 神奈川県横須賀市大津町２−１−１５

神奈川県 横須賀市 大矢部 神奈川県横須賀市大矢部１−１０−１５

神奈川県 横須賀市 横須賀インター 神奈川県横須賀市池上７−１３−７

神奈川県 横須賀市 横須賀⾧沢１丁目 神奈川県横須賀市⾧沢１−５−５

神奈川県 横須賀市 横須賀追浜町 神奈川県横須賀市追浜町２ー１４

神奈川県 横須賀市 横須賀追浜駅前 神奈川県横須賀市追浜町３−９

神奈川県 横須賀市 横須賀追浜本町 神奈川県横須賀市追浜本町２−４７−２

神奈川県 横須賀市 横須賀内川１丁目 神奈川県横須賀市内川１−８−４７

神奈川県 横須賀市 横須賀日の出町３丁目 神奈川県横須賀市日の出町３−２０−２

神奈川県 横須賀市 横須賀武山 神奈川県横須賀市武２丁目１０番６号

神奈川県 横須賀市 横須賀米ケ浜 神奈川県横須賀市米が浜通１−５

神奈川県 横須賀市 横須賀野比 神奈川県横須賀市野比１丁目７−１４

神奈川県 横須賀市 横須賀野比２丁目 神奈川県横須賀市野比２丁目６−３

神奈川県 横須賀市 横須賀林５丁目 神奈川県横須賀市林５丁目７−２７

神奈川県 横浜市 青葉区 横浜すすき野２丁目 神奈川県横浜市青葉区すすき野２−１−１

神奈川県 横浜市 青葉区 横浜荏子田 神奈川県横浜市青葉区荏子田１−３−１

神奈川県 横浜市 青葉区 横浜鴨志田 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５６４−９

神奈川県 横浜市 青葉区 横浜市ヶ尾 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町４１１−３

神奈川県 横浜市 青葉区 横浜鉄町 神奈川県横浜市青葉区鉄町１０４１

神奈川県 横浜市 青葉区 横浜田奈駅東 神奈川県横浜市青葉区田奈町５−１３

神奈川県 横浜市 青葉区 横浜奈良北団地 神奈川県横浜市青葉区奈良町１６７０番７１

神奈川県 横浜市 青葉区 横浜美しが丘西保木 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西１丁目４番１０

神奈川県 横浜市 青葉区 横浜美しが丘西３丁目 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３−５１−７
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神奈川県 横浜市 旭区 横浜さちが丘南 神奈川県横浜市旭区さちが丘１８０−１

神奈川県 横浜市 旭区 横浜さちが丘西 神奈川県横浜市旭区さちが丘１８−５

神奈川県 横浜市 旭区 横浜さちが丘 神奈川県横浜市旭区さちが丘７８−４

神奈川県 横浜市 旭区 横浜今宿西町 神奈川県横浜市旭区今宿西町４４３−１

横浜市 旭区 横浜左近山団地 神奈川県横浜市旭区市沢町１２３９−１

神奈川県 横浜市 旭区 横浜市沢町 神奈川県横浜市旭区市沢町３００−２

神奈川県 横浜市 旭区 横浜大和バイパス 神奈川県横浜市旭区上川井町２４５１−１

神奈川県 横浜市 旭区 横浜若葉台団地 神奈川県横浜市旭区上川井町２８３７番地３

神奈川県 横浜市 旭区 横浜上白根２丁目 神奈川県横浜市旭区上白根２丁目６１−４６

神奈川県 横浜市 旭区 横浜上白根町 神奈川県横浜市旭区上白根町９０４−１

神奈川県 横浜市 旭区 横浜川井宿町 神奈川県横浜市旭区川井宿町１−２

神奈川県 横浜市 旭区 横浜川島町西 神奈川県横浜市旭区川島町２０７８−１

神奈川県 横浜市 旭区 横浜旭区川島町 神奈川県横浜市旭区川島町２８４９−１

神奈川県 横浜市 旭区 横浜希望ヶ丘駅南 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１３１

神奈川県 横浜市 旭区 横浜中白根２丁目 神奈川県横浜市旭区中白根２丁目３７−１

神奈川県 横浜市 旭区 横浜鶴ケ峰駅北 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２−１４−７

神奈川県 横浜市 旭区 横浜東希望が丘 神奈川県横浜市旭区東希望が丘１０５−３

神奈川県 横浜市 旭区 南本宿 神奈川県横浜市旭区南本宿町４１−１

神奈川県 横浜市 旭区 横浜二俣川２丁目 神奈川県横浜市旭区二俣川２−３６−３

神奈川県 横浜市 旭区 横浜本村南 神奈川県横浜市旭区本村町２７−１１

神奈川県 横浜市 泉区 横浜泉桂坂 神奈川県横浜市泉区桂坂１５−４

神奈川県 横浜市 泉区 横浜上飯田南 神奈川県横浜市泉区上飯田町４０９７−２

神奈川県 横浜市 泉区 横浜泉新橋町 神奈川県横浜市泉区新橋町１２２１

神奈川県 横浜市 泉区 横浜西が岡 神奈川県横浜市泉区西が岡２−９−１０

神奈川県 横浜市 泉区 横浜緑園１丁目 神奈川県横浜市泉区緑園１丁目１５−１

神奈川県 横浜市 泉区 横浜緑園６丁目 神奈川県横浜市泉区緑園６−１−１６

神奈川県 横浜市 泉区 横浜いずみ中央 神奈川県横浜市泉区和泉中央南５丁目９番２１号

神奈川県 横浜市 泉区 横浜下飯田駅前 神奈川県横浜市泉区和泉町１００７−１

神奈川県 横浜市 泉区 横浜和泉町 神奈川県横浜市泉区和泉町６５４８−４

神奈川県 横浜市 磯子区 洋光台 横浜市磯子区洋光台５−３−６

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜磯子３丁目 神奈川県横浜市磯子区磯子３丁目１番２号

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜岡村４丁目 神奈川県横浜市磯子区岡村４丁目２４−５

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜笹堀 神奈川県横浜市磯子区岡村５−１４−２１

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜磯子原町 神奈川県横浜市磯子区原町８−３７

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜上中里町 神奈川県横浜市磯子区上中里町３３５−６

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜上中里南 神奈川県横浜市磯子区上中里町８５１番地

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜磯子新杉田 神奈川県横浜市磯子区新杉田町５番

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜森２丁目 神奈川県横浜市磯子区森２−４−１

神奈川県 横浜市 磯子区 屏風ヶ浦駅前 神奈川県横浜市磯子区森３丁目７９０−１

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜磯子森５丁目 神奈川県横浜市磯子区森５丁目１９−７

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜杉田３丁目 神奈川県横浜市磯子区杉田３−２−１７

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜磯子中原１丁目 神奈川県横浜市磯子区中原１丁目２番３３号

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台３−２３−１１

神奈川県 横浜市 磯子区 横浜洋光台４丁目 神奈川県横浜市磯子区洋光台４−２２−２６

神奈川県 横浜市 神奈川区 横浜恵比須町 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町２−３

神奈川県 横浜市 神奈川区 横浜八反橋 神奈川県横浜市神奈川区三枚町２７５番１

神奈川県 横浜市 神奈川区 横浜三枚町 神奈川県横浜市神奈川区三枚町６４０

神奈川県 横浜市 神奈川区 横浜子安通２丁目 神奈川県横浜市神奈川区子安通２−２４０−１

神奈川県 横浜市 神奈川区 横浜神奈川２丁目 神奈川県横浜市神奈川区神奈川２−７−１

神奈川県 横浜市 神奈川区 横浜菅田町 神奈川県横浜市神奈川区菅田町３３０

神奈川県 横浜市 神奈川区 横浜菅田町北 神奈川県横浜市神奈川区菅田町９４１−１

神奈川県 横浜市 神奈川区 横浜大口仲町 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町１０ー２

神奈川県 横浜市 神奈川区 横浜大口通 神奈川県横浜市神奈川区大口通２８−２

横浜市 神奈川区 横浜白幡向町 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町１２−１６
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神奈川県 横浜市 金沢区 横浜釜利谷東３丁目 横浜市金沢区釜利谷東３ー４４ー２７

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜釜利谷東７丁目 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東７丁目１番１号

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜寺前 神奈川県横浜市金沢区寺前１−１８−２３

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜レイディアント 神奈川県横浜市金沢区大川７−５

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜大道１丁目 神奈川県横浜市金沢区大道１−１２−１０

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜朝比奈インター 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町４５９−１

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜富岡西１丁目 神奈川県横浜市金沢区富岡西１−３５−２

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜富岡東４丁目 神奈川県横浜市金沢区富岡東４−３−４８

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜福浦１丁目 神奈川県横浜市金沢区福浦１丁目７−４２

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜片吹 神奈川県横浜市金沢区片吹６９−１７

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜六浦１丁目 神奈川県横浜市金沢区六浦１−１９−３

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜六浦駅前 神奈川県横浜市金沢区六浦５丁目１−５

神奈川県 横浜市 金沢区 横浜六浦駅南 神奈川県横浜市金沢区六浦南２丁目３番９号

神奈川県 横浜市 港南区 横浜上永谷駅前 神奈川県横浜市港南区丸山台２−６−６

神奈川県 横浜市 港南区 横浜笹下５丁目 神奈川県横浜市港南区笹下５−１０−４３

神奈川県 横浜市 港南区 横浜上大岡東１丁目 神奈川県横浜市港南区上大岡東１丁目１８５−１

神奈川県 横浜市 港南区 横浜東芹が谷 神奈川県横浜市港南区東芹が谷１１−２１

神奈川県 横浜市 港南区 横浜下永谷駅前 神奈川県横浜市港南区日限山１−５８−２９

神奈川県 横浜市 港南区 横浜日野 神奈川県横浜市港南区日野５−２０−１４

神奈川県 横浜市 港南区 横浜日野中央３丁目 神奈川県横浜市港南区日野中央３−２２−１１

神奈川県 横浜市 港北区 横浜綱島東１丁目 神奈川県横浜市港北区綱島東１−１６−１

神奈川県 横浜市 港北区 横浜綱島東２丁目 神奈川県横浜市港北区綱島東２丁目１９−２１

神奈川県 横浜市 港北区 横浜綱島東６丁目 神奈川県横浜市港北区綱島東６−３−４０

神奈川県 横浜市 港北区 横浜高田小学校入口 神奈川県横浜市港北区高田東３丁目３６−７

神奈川県 横浜市 港北区 横浜師岡町 神奈川県横浜市港北区師岡町９６６−１

神奈川県 横浜市 港北区 北新横浜駅前 神奈川県横浜市港北区新羽町５４２−１

神奈川県 横浜市 港北区 新横浜１丁目 神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目１０−１０

神奈川県 横浜市 港北区 横浜新吉田中町 神奈川県横浜市港北区新吉田町５６２２−１

神奈川県 横浜市 港北区 横浜新吉田東１丁目 神奈川県横浜市港北区新吉田東１−５−９

神奈川県 横浜市 港北区 横浜新吉田東３丁目 神奈川県横浜市港北区新吉田東３−３７−２１

神奈川県 横浜市 港北区 横浜大倉山 神奈川県横浜市港北区大倉山１丁目３０番３号

神奈川県 横浜市 港北区 新横浜環状２号 神奈川県横浜市港北区大豆戸町５９０−２

神奈川県 横浜市 港北区 妙蓮寺駅前 神奈川県横浜市港北区仲手原２−４５−１７

神奈川県 横浜市 港北区 横浜鳥山町東 神奈川県横浜市港北区鳥山町４５７

神奈川県 横浜市 港北区 横浜日吉宮前 神奈川県横浜市港北区日吉５−２７−２２

神奈川県 横浜市 港北区 横浜日吉７丁目 神奈川県横浜市港北区日吉７丁目２１−４０

神奈川県 横浜市 港北区 横浜日吉本町３丁目 神奈川県横浜市港北区日吉本町３−２０ー１９

神奈川県 横浜市 港北区 横浜日吉本町駅前 神奈川県横浜市港北区日吉本町３−４１−１９

神奈川県 横浜市 港北区 横浜日吉本町４丁目 神奈川県横浜市港北区日吉本町４丁目１５−４１

神奈川県 横浜市 栄区 横浜栄笠間３丁目 神奈川県横浜市栄区笠間３丁目２１−１

神奈川県 横浜市 栄区 横浜栄小菅ケ谷 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷２丁目２８番地１３号

神奈川県 横浜市 栄区 横浜栄上郷町 神奈川県横浜市栄区上郷町１６６−１

神奈川県 横浜市 栄区 横浜栄紅葉橋 神奈川県横浜市栄区上郷町字中島１１０３−１

神奈川県 横浜市 栄区 横浜栄⾧倉町 神奈川県横浜市栄区⾧倉町１−２９

神奈川県 横浜市 栄区 横浜栄飯島 神奈川県横浜市栄区飯島町１４５２

神奈川県 横浜市 瀬谷区 横浜下瀬谷２丁目 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷２丁目１１−５

神奈川県 横浜市 瀬谷区 横浜瀬谷４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４−４２−６

神奈川県 横浜市 瀬谷区 横浜瀬谷５丁目 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷５丁目１番

神奈川県 横浜市 瀬谷区 横浜瀬谷竹村町 神奈川県横浜市瀬谷区竹村町１−１８

神奈川県 横浜市 瀬谷区 横浜瀬谷南台１丁目 神奈川県横浜市瀬谷区南台１丁目３６−２

神奈川県 横浜市 瀬谷区 横浜瀬谷二ツ橋 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町１７３−３

神奈川県 横浜市 瀬谷区 横浜瀬谷北新 神奈川県横浜市瀬谷区北新２４−９

神奈川県 横浜市 瀬谷区 横浜瀬谷本郷４丁目 神奈川県横浜市瀬谷区本郷４−３９−１

神奈川県 横浜市 瀬谷区 横浜瀬谷目黒町 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町２６−７



【セブン-イレブン】ペットボトル回収機 設置店舗一覧
（２０２１年８月２７日時点： 合計 ７５４店舗）
 ※都合により、一部店舗では稼働を停止している場合がございます。

都道府県 市区町村 店名 住所

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜すみれが丘 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘２−６

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜荏田東４丁目 神奈川県横浜市都筑区荏田東４−１９−６

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜荏田南１丁目 神奈川県横浜市都筑区荏田南１−１−８５

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜葛が谷 神奈川県横浜市都筑区葛が谷１４−２０

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜牛久保東１丁目 神奈川県横浜市都筑区牛久保東１−２２−３

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜都筑桜並木 神奈川県横浜市都筑区桜並木３−９

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜勝田南１丁目 神奈川県横浜市都筑区勝田南１−２−１５

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜川向町 神奈川県横浜市都筑区川向町１００−１

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜川和町 神奈川県横浜市都筑区川和町９４９

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜池辺町薮根 神奈川県横浜市都筑区池辺町４２３９−２

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜池辺町 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４４９

神奈川県 横浜市 都筑区 横浜北山田１丁目 神奈川県横浜市都筑区北山田１丁目１番１

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜下末吉１丁目 神奈川県横浜市鶴見区下末吉１−２７−１５

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜下末吉４丁目 神奈川県横浜市鶴見区下末吉４丁目１９−１２

神奈川県 横浜市 鶴見区 三ツ池 神奈川県横浜市鶴見区下末吉６−２５−４５

神奈川県 横浜市 鶴見区 鶴見岸谷 神奈川県横浜市鶴見区岸谷２−１９ー３６

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜駒岡３丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡３−１９−３

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜駒岡４丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡４−２１−７

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜鷹野橋 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５ー１７ー２８

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜元宮１丁目 神奈川県横浜市鶴見区元宮１−１７−１１

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜鶴見市場中前 神奈川県横浜市鶴見区市場下町４−２０

神奈川県 横浜市 鶴見区 鶴見市場富士見町 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町１−１４

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜獅子ヶ谷１丁目 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷１丁目１６−３０号

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜上末吉３丁目 神奈川県横浜市鶴見区上末吉３−１２−７

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜尻手３丁目 神奈川県横浜市鶴見区尻手３丁目６−８

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜生麦４丁目 神奈川県横浜市鶴見区生麦４丁目６−３９

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜鶴見大東 神奈川県横浜市鶴見区大東町２−３

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜鶴見仲通 神奈川県横浜市鶴見区仲通２−６２−４

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜鶴見中央２丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２丁目１６番１５号

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜鶴見中央３丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３丁目１０−３７

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜東寺尾１丁目 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１丁目１−１４

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜鶴見東寺尾３丁目 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾３−１６−７

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜馬場４丁目 神奈川県横浜市鶴見区馬場４丁目２−３

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜馬場５丁目 神奈川県横浜市鶴見区馬場５−１０−２７

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜矢向３丁目 神奈川県横浜市鶴見区矢向３丁目３７−８

神奈川県 横浜市 鶴見区 横浜矢向６丁目 神奈川県横浜市鶴見区矢向６−１８−１７

神奈川県 横浜市 戸塚区 南戸塚 横浜市戸塚区戸塚町２７５１

神奈川県 横浜市 戸塚区 横浜戸塚平戸 横浜市戸塚区平戸町５４５３ー１

神奈川県 横浜市 戸塚区 横浜戸塚吉田町 神奈川県横浜市戸塚区吉田町６２２−２

神奈川県 横浜市 戸塚区 横浜原宿４丁目 神奈川県横浜市戸塚区原宿４−４０−１２

神奈川県 横浜市 戸塚区 横浜戸塚町中央 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４５２−２

神奈川県 横浜市 戸塚区 横浜戸塚秋葉町 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町５４３−２

神奈川県 横浜市 戸塚区 横浜明治学院大学正門前 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町１６９６−９

横浜市 戸塚区 横浜戸塚上矢部町 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２７０−１

神奈川県 横浜市 戸塚区 横浜深谷町 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１５１５−１

神奈川県 横浜市 戸塚区 横浜戸塚平戸東海道 神奈川県横浜市戸塚区平戸１丁目１番１号

神奈川県 横浜市 戸塚区 横浜戸塚矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町２４−１

神奈川県 横浜市 中区 横浜桜木町駅前 神奈川県横浜市中区花咲町２−６４

神奈川県 横浜市 中区 横浜小港町１丁目 神奈川県横浜市中区小港町１−６

神奈川県 横浜市 中区 横浜市役所 神奈川県横浜市中区本町６丁目５０番地１０

神奈川県 横浜市 中区 横浜本牧２丁目 神奈川県横浜市中区本牧町２丁目２９９

神奈川県 横浜市 西区 横浜伊勢町３丁目 神奈川県横浜市西区伊勢町３丁目１４７−１１

神奈川県 横浜市 西区 横浜西戸部 神奈川県横浜市西区西戸部町１−１０３

神奈川県 横浜市 西区 横浜浅間町１丁目 神奈川県横浜市西区浅間町１−７−１３

神奈川県 横浜市 西区 横浜浅間町 神奈川県横浜市西区浅間町４−３４３−４

神奈川県 横浜市 西区 横浜中央２丁目 神奈川県横浜市西区中央２−３７−１１

神奈川県 横浜市 西区 横浜南軽井沢 神奈川県横浜市西区南軽井沢２−６
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神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜釜台町 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町１−１

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜岩井町 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町５１

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜境木町 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木町５２−１

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜狩場町 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町３０４−３

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜上星川３丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川３丁目１４−８

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜笹山団地前 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９−２０

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜新桜ケ丘２丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２−４１−１６

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜星川駅南 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川１丁目３−２０

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜西谷町 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷三丁目２−３

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜川島町 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町１５６５−１

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜東川島町 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町３番地８

神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 横浜帷子町２丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２−１０５

神奈川県 横浜市 緑区 横浜鴨居東 神奈川県横浜市緑区鴨居１−３−１５

神奈川県 横浜市 緑区 横浜鴨居５丁目 神奈川県横浜市緑区鴨居５−２８−１０

神奈川県 横浜市 緑区 横浜十日市場駅前 神奈川県横浜市緑区十日市場町８１２−１６

神奈川県 横浜市 緑区 横浜十日市場西 神奈川県横浜市緑区十日市場町８７１−１

神奈川県 横浜市 緑区 横浜森の台 神奈川県横浜市緑区森の台７番５号

神奈川県 横浜市 緑区 横浜西八朔町 神奈川県横浜市緑区西八朔町２２２−１

神奈川県 横浜市 緑区 横浜中山南 神奈川県横浜市緑区中山６丁目２番１２号

神奈川県 横浜市 南区 横浜高砂町 横浜市南区高砂町１ー６

神奈川県 横浜市 南区 通町 横浜市南区通町２−３２

神奈川県 横浜市 南区 横浜永田北３丁目 神奈川県横浜市南区永田北３−８−１

神奈川県 横浜市 南区 横浜榎町２丁目 神奈川県横浜市南区榎町２−６６−３

神奈川県 横浜市 南区 横浜吉野町駅前 神奈川県横浜市南区吉野町４丁目１９

神奈川県 横浜市 南区 横浜宮元町２丁目 神奈川県横浜市南区宮元町２丁目２９−１

神奈川県 横浜市 南区 横浜中里 神奈川県横浜市南区中里１ー１３−１２

神奈川県 横浜市 南区 横浜弘明寺駅前 神奈川県横浜市南区通町４丁目１１４−７

神奈川県 横浜市 南区 横浜白妙町２丁目 神奈川県横浜市南区白妙町２−５−２

神奈川県 横浜市 南区 横浜別所３丁目 神奈川県横浜市南区別所３−１６−２２

神奈川県 横浜市 南区 横浜別所南 神奈川県横浜市南区別所３−２６−２７

神奈川県 横浜市 南区 横浜弘明寺口 神奈川県横浜市南区六ッ川１−３９−１０

神奈川県 横浜市 南区 横浜六ツ川 神奈川県横浜市南区六ツ川１−４４８−５

東京都 足立区 足立舎人2丁目 足立区舎人２ー２１ー１０

東京都 足立区 足立東綾瀬公園 東京都足立区綾瀬６−４１−９

東京都 足立区 足立伊興２丁目 東京都足立区伊興２−１０−１３

東京都 足立区 足立加平２丁目 東京都足立区加平２丁目２４番３

東京都 足立区 足立栗原４丁目 東京都足立区栗原４丁目１９−２０

東京都 足立区 足立古千谷本町３丁目 東京都足立区古千谷本町３−３−１

東京都 足立区 足立江北１丁目 東京都足立区江北１丁目３３番１９号

東京都 足立区 足立江北６丁目 東京都足立区江北６−２３−８

東京都 足立区 足立鹿浜２丁目 東京都足立区鹿浜２−３２−１

東京都 足立区 足立鹿浜 東京都足立区鹿浜６−３６−１２

東京都 足立区 足立皿沼農協前 東京都足立区鹿浜８−２８−１３

東京都 足立区 足立舎人４丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人４−１１−２４

東京都 足立区 足立舎人５丁目尾久橋通り 東京都足立区舎人５−２１−３０

東京都 足立区 足立西新井５丁目 東京都足立区西新井５−８−８

東京都 足立区 西新井駅東 東京都足立区西新井栄町１−８−２

東京都 足立区 西新井駅西口 東京都足立区西新井栄町２−７−４

東京都 足立区 足立西新井本町４丁目 東京都足立区西新井本町４丁目３０−７

東京都 足立区 足立青井１丁目 東京都足立区青井１−９−８

東京都 足立区 足立青井５丁目 東京都足立区青井５−４−１

東京都 足立区 足立千住曙町 東京都足立区千住曙町９−８



【セブン-イレブン】ペットボトル回収機 設置店舗一覧
（２０２１年８月２７日時点： 合計 ７５４店舗）
 ※都合により、一部店舗では稼働を停止している場合がございます。

都道府県 市区町村 店名 住所

東京都 足立区 足立江北橋東 東京都足立区扇２−２０−１９

東京都 足立区 足立扇２丁目 東京都足立区扇２丁目４４−１

東京都 足立区 足立扇３丁目 東京都足立区扇３ー１９ー１８

東京都 足立区 足立谷中４丁目 東京都足立区谷中４丁目９番４号

東京都 足立区 足立中川１丁目 東京都足立区中川１丁目９−３

東京都 足立区 足立東伊興３丁目 東京都足立区東伊興３丁目４−６

東京都 足立区 足立東保木間 東京都足立区東保木間２−５−８

東京都 足立区 足立東和２丁目 東京都足立区東和２−２７−１

東京都 足立区 足立入谷１丁目 東京都足立区入谷１−７−１６

東京都 足立区 足立入谷３丁目 東京都足立区入谷３丁目７−１５

東京都 足立区 足立入谷５丁目 東京都足立区入谷５−５−１０

東京都 足立区 足立入谷７丁目 東京都足立区入谷７−８−１２

東京都 足立区 足立入谷８丁目 東京都足立区入谷８丁目１−７

東京都 足立区 足立梅田２丁目 東京都足立区梅田２−２４−１

東京都 足立区 足立梅田５丁目 東京都足立区梅田５丁目２５番１７号

東京都 足立区 梅田 東京都足立区梅田７丁目１６番３号

東京都 足立区 足立保木間１丁目 東京都足立区保木間１ー７ー１０

東京都 足立区 足立保木間３丁目 東京都足立区保木間３丁目１０−１０

東京都 足立区 足立堀之内２丁目 東京都足立区堀之内２−１５−８

東京都 足立区 本木 東京都足立区本木２−４−２１

東京都 足立区 足立本木西町 東京都足立区本木西町１−７

東京都 足立区 足立六月３丁目 東京都足立区六月３−５−１３

東京都 足立区 足立六町１丁目 東京都足立区六町１丁目１７−４７

東京都 足立区 足立六木１丁目 東京都足立区六木１丁目１９−２８

東京都 荒川区 荒川西尾久４丁目 東京都荒川区西尾久４丁目２３−３

東京都 板橋区 板橋向原２丁目 東京都板橋区向原２−８−３

東京都 板橋区 板橋高島平３丁目 東京都板橋区高島平３丁目９−８

東京都 板橋区 新高島平駅前 東京都板橋区高島平７−１４−１８

東京都 板橋区 板橋三園１丁目 東京都板橋区三園１丁目５０−１２

東京都 板橋区 板橋志村四中前 東京都板橋区志村３丁目１８−１

東京都 板橋区 板橋舟渡１丁目 東京都板橋区舟渡１−１４−１７

東京都 板橋区 板橋小茂根２丁目 東京都板橋区小茂根２−３

東京都 板橋区 板橋西台２丁目 東京都板橋区西台２−３２−１０

東京都 板橋区 板橋前野町１丁目 東京都板橋区前野町１丁目４９番１４号

東京都 板橋区 板橋相生町 東京都板橋区相生町１０−２２

東京都 板橋区 板橋大山東町 東京都板橋区大山東町２３−５

東京都 板橋区 板橋東山町 東京都板橋区東山町１−１

東京都 板橋区 板橋東新町若木通り 東京都板橋区東新町１−２０−３

東京都 板橋区 板橋徳丸２丁目 東京都板橋区徳丸２−１５−１０

東京都 板橋区 板橋徳丸４丁目 東京都板橋区徳丸４−２０−２９

東京都 板橋区 板橋徳丸５丁目 東京都板橋区徳丸５−１５−５

東京都 板橋区 板橋蓮根２丁目 東京都板橋区蓮根２−１９−９

東京都 板橋区 蓮根 東京都板橋区蓮根３−１３−１９

東京都 江戸川区 江戸川東松本 東京都江戸川区鹿骨４丁目１２番６

東京都 江戸川区 篠崎インター 東京都江戸川区篠崎町２−２２−１５

東京都 江戸川区 江戸川篠崎６丁目 東京都江戸川区篠崎町６−２０−１２

東京都 江戸川区 江戸川松江４丁目 東京都江戸川区松江４−２８−１５

東京都 江戸川区 江戸川松島南 東京都江戸川区松島１−２２−１４

東京都 江戸川区 江戸川松島１丁目 東京都江戸川区松島１−４−７

東京都 江戸川区 江戸川松本２丁目 東京都江戸川区松本２−１−６

東京都 江戸川区 江戸川新堀２丁目 東京都江戸川区新堀２丁目３−１

東京都 江戸川区 江戸川西小岩４丁目 東京都江戸川区西小岩４−４−６

東京都 江戸川区 西瑞江環七通り 東京都江戸川区西瑞江５−４−７

東京都 江戸川区 江戸川船堀７丁目 東京都江戸川区船堀７−１４−１０

東京都 江戸川区 江戸川大杉２丁目 東京都江戸川区大杉２−２２−１２

東京都 江戸川区 江戸川中葛西８丁目 東京都江戸川区中葛西８−３−１

東京都 江戸川区 江戸川東葛西１丁目 東京都江戸川区東葛西１−２−４



【セブン-イレブン】ペットボトル回収機 設置店舗一覧
（２０２１年８月２７日時点： 合計 ７５４店舗）
 ※都合により、一部店舗では稼働を停止している場合がございます。

都道府県 市区町村 店名 住所

東京都 江戸川区 江戸川東葛西４丁目 東京都江戸川区東葛西４丁目３６番１０号

東京都 江戸川区 葛西駅東 東京都江戸川区東葛西６−１８−５

東京都 江戸川区 江戸川東小岩４丁目 東京都江戸川区東小岩４−３３−８

東京都 江戸川区 東小岩５丁目 東京都江戸川区東小岩５ー２０ー４

東京都 江戸川区 江戸川本一色２丁目 東京都江戸川区本一色２−２０−３

東京都 大田区 大田区羽田１丁目 東京都大田区羽田１−１０−１３

東京都 大田区 大田区鵜の木２丁目 東京都大田区鵜の木２ー１５ー１７

東京都 大田区 大田区下丸子１丁目 東京都大田区下丸子１−１８−１

東京都 大田区 大田区下丸子４丁目 東京都大田区下丸子４丁目１９−１３

東京都 大田区 大田区久が原５丁目 東京都大田区久が原５−１５−９

東京都 大田区 大田区上池台３丁目 東京都大田区上池台３−４３−１

東京都 大田区 大田区西蒲田１丁目 東京都大田区西蒲田１−１６−１４

東京都 大田区 大田区西蒲田３丁目 東京都大田区西蒲田３−１−２６

東京都 大田区 西蒲田環八通り 東京都大田区西蒲田８丁目１４番１０号

東京都 大田区 大田区西六郷２丁目 東京都大田区西六郷２丁目２９−７

東京都 大田区 大田区西糀谷１丁目 東京都大田区西糀谷１−１０−１８

東京都 大田区 大田区糀谷中前 東京都大田区西糀谷３−８−２１

東京都 大田区 大田区千鳥町駅前 東京都大田区千鳥１−２０−４

東京都 大田区 矢口渡駅前 東京都大田区多摩川１−５−２５

東京都 大田区 大田区大森西３丁目 東京都大田区大森西３−８−１

東京都 大田区 大田区大森中２丁目西 東京都大田区大森中２−１−３

東京都 大田区 大田区大森北２丁目 東京都大田区大森北２−９−１２

東京都 大田区 大田区大森北６丁目 東京都大田区大森北６−２４−１３

東京都 大田区 大田区東蒲田キネマ通り 東京都大田区東蒲田２−１６−１

東京都 大田区 田園調布郵便局前 東京都大田区南雪谷２−１９−１

東京都 大田区 大田区南雪谷５丁目 東京都大田区南雪谷５−２０−１６

東京都 大田区 馬込桜並木通り 東京都大田区南馬込４−９−４

東京都 大田区 大田区南六郷２丁目 東京都大田区南六郷２丁目１５番１２号

東京都 大田区 大田区北馬込 東京都大田区北馬込２−３４−２０

東京都 大田区 大田区本羽田１丁目 東京都大田区本羽田１−１９−３

東京都 大田区 本羽田第三公園前 東京都大田区本羽田２−１１−９

東京都 大田区 大田区矢口２丁目 東京都大田区矢口２−１５−７

東京都 葛飾区 葛飾奥戸２丁目 東京都葛飾区奥戸２丁目１４番３０号

東京都 葛飾区 葛飾奥戸５丁目 東京都葛飾区奥戸５−３−２

東京都 葛飾区 葛飾奥戸６丁目 東京都葛飾区奥戸６−５−３

東京都 葛飾区 葛飾鎌倉１丁目 東京都葛飾区鎌倉１−３９−１

東京都 葛飾区 葛飾鎌倉２丁目 東京都葛飾区鎌倉２−１−２３

東京都 葛飾区 葛飾亀有４丁目 東京都葛飾区亀有４−３７−１２

東京都 葛飾区 柴又 東京都葛飾区金町１−２０−１２

東京都 葛飾区 葛飾高砂２丁目 東京都葛飾区高砂２−１８−１９

東京都 葛飾区 葛飾高砂８丁目 東京都葛飾区高砂８丁目２９番６号

東京都 葛飾区 葛飾四つ木５丁目 東京都葛飾区四つ木５−３−１１

東京都 葛飾区 葛飾柴又４丁目 東京都葛飾区柴又４丁目３６

東京都 葛飾区 葛飾小菅１丁目 東京都葛飾区小菅１丁目３６−５

東京都 葛飾区 にいじゅく 東京都葛飾区新宿６−８−１４

東京都 葛飾区 葛飾水元２丁目 東京都葛飾区水元２−７−７

東京都 葛飾区 葛飾西亀有３丁目 東京都葛飾区西亀有３−３２−１

東京都 葛飾区 葛飾西水元２丁目 東京都葛飾区西水元２−１１−１４

東京都 葛飾区 葛飾青戸４丁目 東京都葛飾区青戸４−２７

東京都 葛飾区 葛飾青戸８丁目 東京都葛飾区青戸８−７−１９

東京都 葛飾区 葛飾東金町４丁目 東京都葛飾区東金町４丁目２８−１７

東京都 葛飾区 葛飾東堀切１丁目 東京都葛飾区東堀切１−１８−６

東京都 葛飾区 葛飾南水元４丁目 東京都葛飾区南水元４−７−２

東京都 葛飾区 葛飾堀切３丁目 東京都葛飾区堀切３−１２−１０
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（２０２１年８月２７日時点： 合計 ７５４店舗）
 ※都合により、一部店舗では稼働を停止している場合がございます。

都道府県 市区町村 店名 住所

東京都 北区 蓮沼アスリート通り 東京都北区赤羽西６−３７−３

東京都 北区 北区豊島６丁目東 東京都北区豊島６丁目１−８

東京都 北区 北区堀船３丁目北 東京都北区堀船３丁目１８番１６号

東京都 江東区 亀戸三丁目 東京都江東区亀戸３ー２３ー１

東京都 江東区 亀戸昭和橋通り 東京都江東区亀戸６−３７−９

東京都 江東区 江東亀戸７丁目東 東京都江東区亀戸７丁目３９−１３

東京都 江東区 江東亀戸９丁目 東京都江東区亀戸９−１８−１０

東京都 江東区 江東三好４丁目 東京都江東区三好４−６−７

東京都 江東区 江東枝川 東京都江東区枝川１−３−１７

東京都 江東区 江東枝川２丁目 東京都江東区枝川２丁目２−８

東京都 江東区 江東千石１丁目 東京都江東区千石１丁目７−２８

東京都 江東区 江東南砂７丁目 東京都江東区南砂７−１３−７

東京都 江東区 江東平野２丁目 東京都江東区平野２丁目１２番５

東京都 江東区 江東北砂５丁目 東京都江東区北砂５−１７−３５

東京都 江東区 江東木場３丁目 東京都江東区木場３−１２−５

東京都 小平市 小平東京街道 東京都小平市花小金井３−７−５

東京都 小平市 小平武道館前 東京都小平市花小金井５−１−２０

東京都 小平市 小平回田町 東京都小平市回田町８９−４

東京都 小平市 小平喜平町1丁目 東京都小平市喜平町１−１１−２

東京都 小平市 小平小川西町 東京都小平市小川西町１ー２８ー１０

東京都 小平市 小平小川青梅街道 東京都小平市小川町１−２２５１−１

東京都 小平市 東大和市駅南 東京都小平市小川町１−３８８−５

東京都 小平市 小平小川上宿 東京都小平市小川町１−４５１−１

東京都 小平市 小平創価高校前 東京都小平市小川町１丁目８９１−３

東京都 小平市 新小平駅前 東京都小平市小川町２−１２１２−１

東京都 小平市 小平小川東町1丁目 東京都小平市小川東町１−１１−１１

東京都 小平市 小平小川駅東口 東京都小平市小川東町１−２１−１５

東京都 小平市 小平小川東町5丁目 東京都小平市小川東町５−７−１２

東京都 小平市 小平上水新町1丁目 東京都小平市上水新町１−２４−４２

東京都 小平市 小平上水南町1丁目 東京都小平市上水南町１−３１−２６

東京都 小平市 小平大沼町3丁目 東京都小平市大沼町３−２５−８

東京都 小平市 小平仲町 東京都小平市仲町５２３番

東京都 小平市 小平美園町3丁目 東京都小平市美園町３丁目３１−３２

東京都 小平市 小平鈴木町 東京都小平市鈴木町２−２３３−１

東京都 渋谷区 初台 東京都渋谷区初台２−６−９

東京都 新宿区 新宿中落合3丁目 東京都新宿区中落合３−１−３

東京都 杉並区 杉並馬橋通り 東京都杉並区阿佐谷南２−３１−１２

東京都 杉並区 阿佐谷北６丁目 東京都杉並区阿佐谷北６−３０−９

東京都 杉並区 久我山２丁目 東京都杉並区久我山２−１３−１４

東京都 杉並区 都立西高前 東京都杉並区宮前４−１９−１０

東京都 杉並区 高井戸東五日市街道 東京都杉並区高井戸東４−１３−５

東京都 杉並区 杉並高井戸東４丁目 東京都杉並区高井戸東４−３−９

東京都 杉並区 高円寺中通商店街 東京都杉並区高円寺北３−２−１４

東京都 杉並区 高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３−２２−１４

東京都 杉並区 荻窪四面道東 東京都杉並区清水１−１３−７

東京都 杉並区 杉並清水３丁目 東京都杉並区清水３−３１−１５

東京都 杉並区 西荻南２丁目 東京都杉並区西荻南２−３−２

東京都 杉並区 杉並西荻南３丁目 東京都杉並区西荻南３−２２−１

東京都 杉並区 浜田山鎌倉街道 東京都杉並区浜田山３−２１−３

東京都 杉並区 杉並浜田山３丁目 東京都杉並区浜田山３−２７−１２



【セブン-イレブン】ペットボトル回収機 設置店舗一覧
（２０２１年８月２７日時点： 合計 ７５４店舗）
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都道府県 市区町村 店名 住所

東京都 墨田区 墨田京島３丁目明治通り 東京都墨田区京島３−１３−３

東京都 墨田区 墨田業平１丁目 東京都墨田区業平１−１−６

東京都 墨田区 墨田業平５丁目 東京都墨田区業平５−３−１

東京都 墨田区 墨田向島５丁目 東京都墨田区向島５−１３−５

東京都 墨田区 墨田石原 東京都墨田区石原４−１−１

東京都 墨田区 墨田太平３丁目 東京都墨田区太平３−２０−７

東京都 墨田区 墨田堤通１丁目 東京都墨田区堤通１−１１−９

東京都 墨田区 墨田東向島３丁目 東京都墨田区東向島３−１０−５

東京都 墨田区 墨田八広はなみずき通り 東京都墨田区八広２丁目５５−２

東京都 墨田区 墨田八広４丁目 東京都墨田区八広４丁目４８番地１７号

東京都 墨田区 墨田本所１丁目清澄通り 東京都墨田区本所１−１９−１

東京都 世田谷区 世田谷羽根木 東京都世田谷区羽根木２−３３−１５

東京都 世田谷区 世田谷奥沢３丁目 東京都世田谷区奥沢３−９−８

東京都 世田谷区 世田谷砧４丁目 東京都世田谷区砧４−６−８

東京都 世田谷区 世田谷経堂本町通り 東京都世田谷区宮坂１−４４−２５

東京都 世田谷区 世田谷宮坂３丁目 東京都世田谷区宮坂３−４１−１９

東京都 世田谷区 用賀インター 東京都世田谷区玉川台２−３９−６

東京都 世田谷区 世田谷千歳郵便局前 東京都世田谷区経堂１丁目３３番１６

東京都 世田谷区 世田谷若林４丁目 東京都世田谷区若林４−３−１１

東京都 世田谷区 世田谷上用賀１丁目 東京都世田谷区上用賀１−８−５

東京都 世田谷区 世田谷駒留通り 東京都世田谷区世田谷１−４１−７

東京都 世田谷区 世田谷中央病院前 東京都世田谷区世田谷１−５−８

東京都 世田谷区 世田谷船橋希望ヶ丘通り 東京都世田谷区船橋７−１５−４

東京都 世田谷区 世田谷祖師谷５丁目 東京都世田谷区祖師谷５−２９−１２

東京都 世田谷区 世田谷等々力4丁目 東京都世田谷区等々力４−４−１１

東京都 世田谷区 世田谷駒沢公園通り 東京都世田谷区等々力７−２７−１２

東京都 世田谷区 世田谷梅が丘駅前 東京都世田谷区梅丘１ー２２ー６

東京都 世田谷区 世田谷粕谷３丁目 東京都世田谷区粕谷３丁目１９

東京都 世田谷区 世田谷尾山台 東京都世田谷区尾山台２−３２−１６

東京都 千代田区 中央合同庁舎５号館 東京都千代田区霞が関１−２−２

東京都 千代田区 千代田二番町 東京都千代田区二番町８−８

東京都 千代田区 ７ＦＳガーデンビル 東京都千代田区二番町８番地８

東京都 中野区 中野鷺宮 東京都中野区鷺宮４−３５−１０

東京都 中野区 中野上高田２丁目東 東京都中野区上高田１丁目３８−７

東京都 中野区 中野中央1丁目東 東京都中野区中央１−３５−４

東京都 中野区 中野野方２丁目 東京都中野区野方２−４−３

東京都 中野区 中野野方５丁目 東京都中野区野方５−１９−９

東京都 練馬区 練馬旭町 東京都練馬区旭町１丁目８−３

東京都 練馬区 練馬下石神井３丁目 東京都練馬区下石神井３−８−１５

東京都 練馬区 練馬関町北３丁目 東京都練馬区関町北３−４−４

東京都 練馬区 練馬光が丘２丁目 東京都練馬区光が丘２−２−１

東京都 練馬区 練馬高松３丁目 東京都練馬区高松３−２２−１１

東京都 練馬区 練馬インター 東京都練馬区三原台１丁目１４番２１号

東京都 練馬区 練馬春日町４丁目 東京都練馬区春日町４−５−７

東京都 練馬区 練馬西大泉3丁目 東京都練馬区西大泉３−１２−５

東京都 練馬区 練馬石神井台８丁目 東京都練馬区石神井台８−２１−１５

東京都 練馬区 練馬早宮１丁目 東京都練馬区早宮１−１４−１４

東京都 練馬区 練馬早宮中央通り 東京都練馬区早宮２−６−４

東京都 練馬区 練馬大泉学園小前 東京都練馬区大泉学園町４−８−１０

東京都 練馬区 練馬大泉学園町７丁目 東京都練馬区大泉学園町７丁目１５番９号

東京都 練馬区 練馬田柄通り 東京都練馬区田柄３−５−１５

東京都 練馬区 練馬南大泉１丁目 東京都練馬区南大泉１−２３−２３
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東京都 練馬区 練馬大泉町４丁目 東京都練馬区大泉町４丁目２２−３２

東京都 練馬区 練馬南大泉５丁目 東京都練馬区南大泉５丁目３−９

東京都 練馬区 練馬豊玉南 東京都練馬区豊玉南３−２８−３

東京都 練馬区 練馬中村南２丁目 東京都練馬区中村南２丁目１６−６

東京都 練馬区 練馬北町３丁目 東京都練馬区北町３丁目４−２

東京都 練馬区 練馬北町６丁目 東京都練馬区北町６−３７−２２

東京都 八王子市 八王子みなみ野５丁目 東京都八王子市みなみ野５丁目１５

東京都 八王子市 八王子めじろ台駅南 東京都八王子市めじろ台２−３３−１

東京都 八王子市 八王子館町 東京都八王子市館町２４９−１

東京都 八王子市 八王子みなみ野シティ 東京都八王子市七国１−１−１

東京都 八王子市 八王子小比企東 東京都八王子市小比企町１１３２−２

東京都 八王子市 京王山田駅前 東京都八王子市小比企町５９９−１

東京都 八王子市 八王子西片倉３丁目 東京都八王子市西片倉３−１１−１７

東京都 八王子市 八王子片倉南 東京都八王子市片倉町２３０８−８

東京都 八王子市 八王子京王片倉 東京都八王子市片倉町３３９−２

東京都 八王子市 八王子片倉駅北口 東京都八王子市片倉町７１２−５

東京都 東大和市 東大和上北台駅北 東京都東大和市芋窪５−１１１８−１

東京都 東大和市 東大和向原４丁目 東京都東大和市向原４−２５−４

東京都 東大和市 東大和向原６丁目 東京都東大和市向原６−１１６５

東京都 東大和市 東大和高木１丁目 東京都東大和市高木１−３４−１

東京都 東大和市 東大和上北台３丁目 東京都東大和市上北台３−３４４−１

東京都 東大和市 東大和上北台 東京都東大和市上北台３−３５９−１

東京都 東大和市 東大和中央 東京都東大和市中央１−１７−１６

東京都 東大和市 東大和中央４丁目 東京都東大和市中央４−１０５６−１

東京都 東大和市 東大和仲原１丁目 東京都東大和市仲原１−６−７

東京都 東大和市 東大和奈良橋６丁目 東京都東大和市奈良橋６−７７４−１

東京都 東大和市 東大和南街４丁目 東京都東大和市南街４−８−３６

東京都 東大和市 東大和市駅北口 東京都東大和市南街５−９７−７

東京都 東大和市 東大和立野３丁目 東京都東大和市立野３−１２２０−１

東京都 東大和市 東大和立野４丁目 東京都東大和市立野４−５６７−２

東京都 目黒区 目黒環七柿の木坂 東京都目黒区柿の木坂１−１−１

東京都 目黒区 目黒東が丘２丁目 東京都目黒区東が丘２丁目１２

東京都 目黒区 目黒碑文谷３丁目 東京都目黒区碑文谷３−１０−１８

閉店 東大和市 東大和清水6丁目


