
三郷市内のマイナポイント手続スポット
R4.1現在

No.所在地 区分 店舗名等 端末の種類
1 小谷堀３４７－１ ミニストップ 三郷小谷堀店 WAON特設スポット マルチコピー機

2 後谷５４－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷後谷店　共同出張所 ＡＴＭ
3 茂田井４０４－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷茂田井店　共同出張所 ＡＴＭ
4 幸房１３１－１ ドコモ ドコモショップ三郷店 パソコン
5 幸房５９０ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷幸房東店　共同出張所 ＡＴＭ
6 谷中６３－１ ミニストップ 三郷谷中店 WAON特設スポット マルチコピー機

7 駒形１２２ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷駒形店　共同出張所 ＡＴＭ
8 東町８７－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷東町店　共同出張所 ＡＴＭ
9 高州１丁目３６ ローソン 三郷高州一丁目 マルチコピー機

10 高州１丁目１０６－４ 日本郵便 三郷高州郵便局 パソコン
11 高州３丁目７６－２ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷公園前店　共同出張所 ＡＴＭ
12 戸ケ崎２１７２ 日本郵便 三郷戸ヶ崎郵便局 パソコン
13 戸ケ崎２４０３‐１ ローソン 三郷戸ケ崎 マルチコピー機

14 戸ヶ崎２４６１－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷戸ヶ崎１丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
15 戸ケ崎２丁目１２１－２ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷戸ケ崎２丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
16 戸ケ崎３丁目４９－２ 日本郵便 三郷天王橋通郵便局 パソコン
17 戸ケ崎３丁目６８０ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷戸ケ崎店　共同出張所 ＡＴＭ
18 戸ケ崎５丁目１ ローソン 三郷戸ヶ崎五丁目 マルチコピー機

19 谷口５３７－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷谷口店　共同出張所 ＡＴＭ
20 花和田６４８－１ 市区町村窓口 三郷市 パソコン
21 彦沢１丁目２１４‐１ ローソン 三郷彦沢 マルチコピー機

22 上口１丁目６４ 日本郵便 三郷彦成郵便局 パソコン
23 彦野１丁目１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷彦野１丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
24 彦成３丁目７－３－１０１ 日本郵便 みさと団地内郵便局 パソコン
25 彦成３丁目５８ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷彦成橋店　共同出張所 ＡＴＭ
26 彦成３丁目３８７－２ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷彦成３丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
27 彦成５丁目１２６ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷彦成５丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
28 彦音２丁目２２－１ ミニストップ 三郷彦音店 WAON特設スポット マルチコピー機

29 彦糸２丁目２００ ローソン 彦糸小学校前 マルチコピー機

30 采女１丁目９０‐２ ローソン みさと団地 マルチコピー機

31 采女１丁目１７０－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷采女１丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
32 泉３丁目２－１１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷泉店　共同出張所 ＡＴＭ
33 天神１丁目５０３‐１１ ローソン 三郷西インター マルチコピー機

34 新和３丁目３８５－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷新和３丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
35 早稲田２丁目１－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷駅北口店　共同出張所 ＡＴＭ
36 早稲田４丁目５－９ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷早稲田４丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
37 早稲田５丁目７－１０ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷早稲田５丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
38 早稲田６丁目１－１４ 日本郵便 三郷丹後郵便局 パソコン
39 三郷１丁目１１－１８ 日本郵便 三郷一郵便局 パソコン
40 三郷２丁目２－７ みずほ銀行 三郷支店 パソコン
41 鷹野３丁目６２－２ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷鷹野３丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
42 鷹野２丁目３０３－１ ローソン 三郷鷹野二丁目 マルチコピー機

43 鷹野３丁目２６１－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷鷹野中央通り店　共同出張所 ＡＴＭ
44 さつき平２丁目１－２－１０２ 日本郵便 三郷さつき郵便局 パソコン
45 新三郷ららシティ２丁目２－２ セブン銀行ATM ＩＫＥＡ　新三郷　共同出張所 ＡＴＭ
46 新三郷ららシティ３丁目１－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　ららぽーと新三郷店　共同出張所 ＡＴＭ
47 新三郷ららシティ３丁目１－１ セブン銀行ATM イトーヨーカドー　食品館ららぽーと新三郷店　共同出張所 ＡＴＭ
48 新三郷ららシティ３丁目１－１ セブン銀行ATM ららぽーと　新三郷　共同出張所 ＡＴＭ
49 新三郷ららシティ３丁目１‐１　ららぽ‐と新三郷１Ｆ ソフトバンク ソフトバンクららぽーと新三郷 パソコン
50 中央１丁目３－１ マルエツ 三郷中央店 パソコン
51 中央１丁目４－２０ セブン銀行ATM ヤオコー　三郷中央店　共同出張所 ＡＴＭ
52 中央１丁目１０‐１ ローソン 三郷谷中 マルチコピー機

53 中央２丁目１４－８ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷新和１丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
54 中央３丁目４－７ ａｕ ａｕＳｔｙｌｅ三郷中央 パソコン
55 中央３丁目３３－８ セブン銀行ATM 島忠ホームズ　三郷中央店　共同出張所 ＡＴＭ
56 中央３丁目４８‐１ ローソン 三郷中央 マルチコピー機

57 中央３丁目４８－７ ソフトバンク ソフトバンク三郷中央 パソコン
58 中央５丁目２－１ 日本郵便 三郷郵便局 パソコン
59 中央５丁目２６－１ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷中央５丁目店　共同出張所 ＡＴＭ
60 中央５丁目３１－９ セブン銀行ATM セブン-イレブン　三郷市役所東店　共同出張所 ＡＴＭ
61 中央５丁目３５－６ ミニストップ 三郷幸房店 WAON特設スポット マルチコピー機

62 ピアラシティ１丁目１－１ セブン銀行ATM イトーヨーカドー　三郷店　共同出張所 ＡＴＭ
63 ピアラシティ１丁目１－１４０ セブン銀行ATM スーパービバホーム　三郷店　共同出張所 ＡＴＭ
64 ピアラシティ１丁目２－１ ソフトバンク ソフトバンク三郷インター パソコン
65 ピアラシティ２丁目１－６ ヤマダデンキ 家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ三郷店 パソコン
66 ピアラシティ２丁目７－１２ ａｕ ａｕショップ三郷 パソコン
67 ピアラシティ２丁目９－３ ドコモ ドコモショップ三郷インター店 パソコン

※個々の店舗名等をクリックすると、地図等が表示されます

https://shop.ministop.co.jp/ms/spot/detail?code=0000000888
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000023385
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000022951
https://shop.smt.docomo.ne.jp/shop_detail/0384104605000/index.html
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000031501
https://shop.ministop.co.jp/ms/spot/detail?code=0000001040
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000005545
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000022157
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/356228/?&his=al1,al2,nm
https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300103299000/?&cond200=1&&his=ar,nm
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000008108
https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300103377000/?&cond200=1&&his=ar,nm
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/350332/?&his=al1,al2,nm,dm
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000018803
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000024240
https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300103520000/?&cond200=1&&his=ar,nm,dm
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000031428
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/139206/?&his=al1,al2,nm,dm
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000018551
http://www.city.misato.lg.jp/9570.htm
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/205989/?&his=al1,al2,nm,dm
https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300103098000/?&cond200=1&&his=ar,nm,dm
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000004953
https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300103457000/?&cond200=1&&his=ar,nm
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000027911
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000006334
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000023342
https://shop.ministop.co.jp/ms/spot/detail?code=0000001219
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/204560/?&his=al1,al2,al3,al4,nm&srchplace=35.8531389,139.84915
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/245629/?&his=al1,al2,nm&srchplace=35.8269278,139.875525
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000031924
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000002351
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/245368/?&his=al1,al2,nm,dm
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000023168
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000027128
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000017985
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000031777
https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300103468000/?&cond200=1&&his=ar,nm
https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300103209000/?&cond200=1&&his=ar,nm
https://shop.www.mizuhobank.co.jp/b/mizuho/info/BA339981/
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000026744
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/139554/?&his=al1,al2,nm
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000024611
https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300103609000/?&cond200=1&&his=ar,nm
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000000228
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000027436
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000014306
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000031237
https://www.softbank.jp/shop/search/detail/TH92/
https://www.maruetsu.co.jp/index.php/shop/detail/9313
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000014257
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/217509/?&his=al1,al2,nm&srchplace=35.8269278,139.875525
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000015940
https://www.au.com/aushop/shop.E-01125/
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000002699
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/221876/?&his=al1,al2,nm&srchplace=35.8269278,139.875525
https://www.softbank.jp/shop/search/detail/T437/
https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300103035000/?&cond200=1&&his=ar,nm,dm
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000031249
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000009393
https://shop.ministop.co.jp/ms/spot/detail?code=0000001938
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000003258
https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/spot/detail?code=0000019429
https://www.softbank.jp/shop/search/detail/T476/
https://www.yamada-denki.jp/store/contents/?d=373
https://www.au.com/aushop/shop.E-00403/
https://shop.smt.docomo.ne.jp/shop_detail/0300306743500/index.html

