
関西地区　JR指定席券売機受け取り可能駅一覧

2022年3月13日現在

都道府県 駅名 かな 都道府県 駅名 かな

滋賀県

安土駅 あづちえき

京都府

西大路駅 にしおおじえき

石山駅 いしやまえき 西舞鶴駅 にしまいづるえき

稲枝駅 いなええき 二条駅 にじょうえき

近江八幡駅 おうみ ちまんえき 東舞鶴駅 ひがしまいづるえき

大津駅 おおつえき 福知山駅 ふくちやまえき

大津京駅 おおつきょうえき 祝園駅 ほうそ えき

おごと温泉駅 おごとおんせんえき 向日町駅 むこうまちえき

堅田駅 かたたえき 山崎駅 やまざきえき

河瀬駅 かわせえき 山科駅 やましなえき

貴生川駅 きぶかわえき 六地蔵駅 ろくじぞうえき

草津駅 くさつえき

大阪府

ＪＲ淡路駅 じぇいあーるあわじえき

篠原駅 し らえき ＪＲ河内永和駅 じぇいあーるかわちえいわえき

膳所駅 ぜぜえき ＪＲ俊徳道駅 じぇいあーるしゅんとくみちえき

瀬田駅 せたえき ＪＲ長瀬駅 じぇいあーるながせえき

長浜駅 なが まえき ＪＲ難波駅 じぇいあーるなん えき

能登川駅 とがわえき ＪＲ野江駅 じぇいあーる ええき

比叡山坂本駅 ひえいざんさかもとえき 浅香駅 あさかえき

彦根駅 ひこ えき 安治川口駅 あじかわぐちえき

米原駅 まい らえき 芦原橋駅 あし ら しえき

南草津駅 みなみくさつえき 和泉砂川駅 いずみすながわえき

南彦根駅 みなみひこ えき 和泉橋本駅 いずみ しもとえき

守山駅 もりやまえき 和泉府中駅 いずみふちゅうえき

野洲駅 やすえき 茨木駅 い らきえき

栗東駅 りっとうえき 上野芝駅 うえ し えき

京都府

綾部駅 あやべえき 海老江駅 えびええき

稲荷駅 いなりえき 大阪駅 おおさかえき

宇治駅 うじえき 大阪城公園駅 おおさかじょうこうえんえき

梅小路京都西駅 うめこうじきょうとにしえき 大阪天満宮駅 おおさかてんまんぐうえき

円町駅 えんまちえき 鳳駅 おおとりえき

桂川駅 かつらがわえき 柏原駅 かしわらえき

亀岡駅 かめおかえき 加美駅 かみえき

加茂駅 かもえき 関西空港駅 かんさいくうこうえき

京都駅 きょうとえき 岸辺駅 きしべえき

嵯峨嵐山駅 さがあらしやまえき 衣摺加美北駅 きずりかみきたえき

丹波口駅 たん ぐちえき 北信太駅 きたし だえき

同志社前駅 どうししゃまええき 北新地駅 きたしんちえき

東福寺駅 とうふくじえき 久宝寺駅 きゅうほうじえき

長岡京駅 ながおかきょうえき 京橋駅 きょう しえき

熊取駅 くまとりえき



関西地区　JR指定席券売機受け取り可能駅一覧

2022年3月13日現在

都道府県 駅名 かな 都道府県 駅名 かな

大阪府

堺市駅 さかいしえき

大阪府

放出駅 なてんえき

桜島駅 さくらじまえき 東貝塚駅 ひがしかいづかえき

桜ノ宮駅 さくら みやえき 東羽衣駅 ひがし ごろもえき

志紀駅 しきえき 東淀川駅 ひがしよどがわえき

鴫野駅 しぎ えき 美章園駅 びしょうえんえき

四条畷駅 しじょうなわてえき 日根野駅 ひ えき

信太山駅 し だやまえき 福島駅 ふくしまえき

忍ケ丘駅 し ぶがおかえき 藤阪駅 ふじさかえき

島本駅 しまもとえき 弁天町駅 べんてんちょうえき

下松駅 しもまつえき 三国ケ丘駅 みくにがおかえき

城北公園通駅 しろきたこうえんどおりえき 南吹田駅 みなみすいたえき

新今宮駅 しんいまみやえき 南田辺駅 みなみたなべえき

新大阪駅 しんおおさかえき 百舌鳥駅 もずえき

新加美駅 しんかみえき 森ノ宮駅 もり みやえき

吹田駅 すいたえき 八尾駅 やおえき

住道駅 すみ どうえき 大和小泉駅 やまとこいずみえき

摂津富田駅 せっつとんだえき ユニバーサルシティ駅 ゆに ーさるえしてぃえき

千里丘駅 せんりおかえき

奈良県

王寺駅 おうじえき

大正駅 たいしょうえき 郡山駅 こおりやまえき

高井田駅 たかいだえき 三郷駅 さんごうえき

高井田中央駅 たかいだちゅうおうえき 奈良駅 ならえき

高槻駅 たかつきえき 平城山駅 ならやまえき

玉造駅 たまつくりえき 法隆寺駅 ほうりゅうじえき

塚本駅 つかもとえき

兵庫県

相生駅 あいおいえき

津久野駅 つく えき 明石駅 あかしえき

津田駅 つだえき 英賀保駅 あがほえき

鶴橋駅 つる しえき 朝霧駅 あさぎりえき

寺田町駅 てらだちょうえき 芦屋駅 あしやえき

天王寺駅 てん うじえき 網干駅 あぼしえき

天満駅 てんまえき 尼崎駅 あまがさきえき

東部市場前駅 とうぶしじょうまええき 伊丹駅 いたみえき

徳庵駅 とくあんえき 猪名寺駅 いなでらえき

富木駅 と きえき 魚住駅 うおずみえき

長居駅 ながいえき 大久保駅 おおくぼえき

長尾駅 ながおえき 柏原駅 かい らえき

西九条駅 にしくじょうえき 加古川駅 かこがわえき

寝屋川公園駅 やがわこうえんえき 上郡駅 かみごおりえき

野崎駅 ざきえき 川西池田駅 かわにしいけだえき
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兵庫県

北伊丹駅 きたいたみえき

兵庫県

舞子駅 まいこえき

城崎温泉駅 き さきおんせんえき 摩耶駅 まやえき

甲子園口駅 こうしえんぐちえき 元町駅 もとまちえき

甲南山手駅 こうなんやまてえき 六甲道駅 ろっこうみちえき

神戸駅 こうべえき 和田山駅 わだやまえき

御着駅 ごちゃくえき

和歌山県

海南駅 かいなんえき

さくら夙川駅 さくらしゅくがわえき 紀伊勝浦駅 きいかつうらえき

篠山口駅 ささやまぐちえき 紀伊駅 きいえき

三田駅 さんだえき 串本駅 くしもとえき

三ノ宮駅 さん みやえき 御坊駅 ごぼうえき

塩屋駅 しおやえき 白浜駅 しら まえき

新神戸駅 しんこうべえき 新宮駅 しんぐうえき

新三田駅 しんさんだえき 橋本駅 しもとえき

新長田駅 しんながたえき 藤並駅 ふじなみえき

須磨駅 すまえき 箕島駅 み しまえき

須磨海浜公園駅 すまかいひんこうえんえき 湯浅駅 ゆあさえき

住吉駅 すみよしえき 和歌山駅 わかやまえき

摂津本山駅 せっつもとやまえき

曽根駅 そ えき

鷹取駅 たかとりえき

宝塚駅 たからづかえき

立花駅 たち なえき

垂水駅 たるみえき

土山駅 つちやまえき

寺前駅 てらまええき

豊岡駅 とよおかえき

灘駅 なだえき

西明石駅 にしあかしえき

西宮駅 にし みやえき

りま勝原駅 りまかつ らえき

播州赤穂駅 んしゅうあこうえき

東加古川駅 ひがしかこがわえき

東姫路駅 ひがしひめじえき

姫路駅 ひめじえき

ひめじ別所駅 ひめじべっしょえき

兵庫駅 ひょうごえき

福崎駅 ふくさきえき

宝殿駅 ほうでんえき


