
関東地区　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 都道府県 駅名 か

東京都

相原駅 あい らえき

東京都

北府中駅 きたふちゅうえき

赤羽駅 あか えき 吉祥寺駅 きちじょうじえき

秋川駅 あきがわえき 錦糸町駅 きんしちょうえき

昭島駅 あきしまえき 国立駅 く たちえき

秋葉原駅 あき らえき 小岩駅 こいわえき

浅草橋駅 あさくさ しえき 高円寺駅 こうえんじえき

阿佐ケ谷駅 あさがやえき 国分寺駅 こくぶんじえき

飯田橋駅 いいだ しえき 小作駅 おざくえき

池袋駅 いけぶくろえき 五反田駅 ごたんだえき

板橋駅 いた しえき 駒込駅 こまごめえき

稲城長沼駅 い ぎ が まえき 潮見駅 しおみえき

上野駅 うえ えき 市ケ谷駅 いちがやえき

浮間舟渡駅 うきまふ えき 品川駅 し がわえき

鶯谷駅 うぐいすだ えき 信濃町駅 し まちえき

越中島駅 え ちゅうじまえき 渋谷駅 しぶやえき

恵比寿駅 えびすえき 十条駅 じゅうじょうえき

王子駅 おうじえき 新秋津駅 しんあき えき

青梅駅 おうめえき 新大久保駅 しんおおくぼえき

大井町駅 おおいまちえき 新木場駅 しんき えき

大久保駅 おおくぼえき 新小岩駅 しんこいわえき

大崎駅 おおさきえき 新小平駅 しんこだいらえき

大塚駅 おお かえき 新宿駅 しんじゅくえき

大森駅 おおもりえき 新日本橋駅 しん ほん しえき

御徒町駅 おかちまちえき 新橋駅 しん しえき

荻窪駅 おぎくぼえき 水道橋駅 すい う しえき

尾久駅 おくえき 巣鴨駅 すがもえき

御茶ノ水駅 おちゃ みずえき 千駄ケ谷駅 せんだがやえき

葛西臨海公園駅 かさいりんかいこうえんえき 高尾駅 たかおえき

片倉駅 かたくらえき 高田馬場駅 たかだ えき

金町駅 か まちえき 高輪ゲートウェイ駅 たか わげー うぇいえき

蒲田駅 かまたえき 立川駅 たちかわえき

上中里駅 かみ かざ えき 田端駅 た たえき

亀有駅 かめありえき 田町駅 たまちえき

亀戸駅 かめい えき 東京駅 うきょうえき

河辺駅 かべえき 豊田駅 よだえき

神田駅 かんだえき 中神駅 かがみえき

北赤羽駅 きたあか えき 中野駅 か えき

北千住駅 きたせんじゅえき 成瀬駅 るせえき



関東エリア　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 都道府県 駅名 か

東京都

西大井駅 しおおいえき
東京都

代々木駅 よよぎえき

西荻窪駅 しおぎくぼえき 両国駅 りょうごくえき

西国立駅 しく たちえき

神奈川県

石川町駅 いしかわちょうえき

西国分寺駅 しこくぶんじえき 磯子駅 いそごえき

西日暮里駅 し ぽりえき 海老名駅 えび えき

西八王子駅 し ちおうじえき 大磯駅 おおいそえき

西府駅 しふえき 大口駅 おおぐちえき

日暮里駅 ぽりえき 大船駅 おおふ えき

拝島駅 いじまえき 小田原駅 おだわらえき

馬喰町駅 くろちょうえき 鎌倉駅 かまくらえき

箱根ケ崎駅 こ がさきえき 鴨居駅 かもいえき

八王子駅 ちおうじえき 鴨宮駅 かも みやえき

八王子み み野駅 ちおうじみ み えき 川崎駅 かわさきえき

八丁堀駅 ちょうぼりえき 関内駅 かん いえき

浜松町駅 まま ちょうえき 菊名駅 きく えき

羽村駅 むらえき 北鎌倉駅 きたかまくらえき

原宿駅 らじゅくえき 衣笠駅 き がさえき

東小金井駅 ひがしこが いえき 久里浜駅 くり まえき

東十条駅 ひがしじゅうじょうえき 国府津駅 こう えき

東中野駅 ひがし か えき 港南台駅 こう んだいえき

日野駅 ひ えき 小机駅 こ くええき

平井駅 ひらいえき 古淵駅 こぶちえき

府中本町駅 ふちゅうほんまちえき 相模原駅 さがみ らえき

福生駅 ふ さえき 桜木町駅 さくらぎちょうえき

町田駅 まちだえき 宿河原駅 しゅくがわらえき

三河島駅 みかわしまえき 新川崎駅 しんかわさきえき

三鷹駅 みたかえき 新子安駅 しんこやすえき

南千住駅 み みせんじゅえき 新杉田駅 しんすぎたえき

南多摩駅 み みたまえき 新横浜駅 しんよこ まえき

武蔵小金井駅 むさしこが いえき 逗子駅 ずしえき

武蔵境駅 むさしさかいえき 茅ケ崎駅 ちがさきえき

目黒駅 めぐろえき 辻堂駅 じ うえき

目白駅 めじろえき 鶴見駅 るみえき

矢川駅 やがわえき 十日市場駅 おかいち えき

矢野口駅 や くちえき 戸塚駅 かえき

谷保駅 やほえき 長津田駅 が たえき

有楽町駅 ゆうらくちょうえき 中野島駅 か しまえき

四ツ谷駅 よ やえき 中山駅 かやまえき



関東エリア　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 都道府県 駅名 か

神奈川県

二宮駅 みやえき

千葉県

北柏駅 きたかしわえき

根岸駅 ぎしえき 北小金駅 きたこが えき

登戸駅 ぼり えき 北松戸駅 きたま えき

橋本駅 しも えき 君津駅 きみ えき

東神奈川駅 ひがしか がわえき 空港第２ビル駅 くうこうだい びるえき

東逗子駅 ひがしずしえき 検見川浜駅 けみがわ まえき

東戸塚駅 ひがし かえき 五井駅 ごいえき

平塚駅 ひら かえき 佐倉駅 さくらえき

平間駅 ひらまえき 佐原駅 さわらえき

藤沢駅 ふじさわえき 下総中山駅 しもうさ かやまえき

淵野辺駅 ふち べえき 新浦安駅 しんうらやすえき

保土ケ谷駅 ほ がやえき 新検見川駅 しんけみがわえき

本郷台駅 ほんごうだいえき 新習志野駅 しん らし えき

真鶴駅 ま るえき 新松戸駅 しんま えき

向河原駅 むかいがわらえき 新八柱駅 しんや しらえき

武蔵小杉駅 むさしこすぎえき 蘇我駅 そがえき

武蔵新城駅 むさししんじょうえき 袖ケ浦駅 そ がうらえき

武蔵中原駅 むさし か らえき 館山駅 た やまえき

武蔵溝ノ口駅 むさしみぞ くちえき 千葉駅 ち えき

矢向駅 やこうえき 千葉み 駅 ち み えき

湯河原駅 ゆがわらえき 銚子駅 ちょうしえき

洋光台駅 ようこうだいえき 都賀駅 がえき

横須賀駅 よこすかえき 津田沼駅 だ まえき

横浜駅 よこ まえき 天王台駅 ん うだいえき

千葉県

姉ケ崎駅 あ がさきえき 東金駅 うが えき

我孫子駅 あびこえき 土気駅 けえき

安房鴨川駅 あわかもがわえき 長浦駅 がうらえき

市川駅 いちかわえき 成田駅 りたえき

市川大野駅 いちかわおお えき 成田空港駅 りたくうこうえき

稲毛駅 い げえき 西千葉駅 しち えき

稲毛海岸駅 い げかいがんえき 西船橋駅 しふ しえき

大網駅 おおあみえき 浜野駅 ま えき

海浜幕張駅 かいひんまく りえき 東船橋駅 ひがしふ しえき

柏駅 かしわえき 東松戸駅 ひがしま えき

上総一ノ宮駅 かずさいち みやえき 船橋駅 ふ しえき

勝浦駅 か うらえき 船橋法典駅 ふ しほう んえき

鎌取駅 かま りえき 誉田駅 ほんだえき

木更津駅 きさら えき 本千葉駅 ほんち えき



関東エリア　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 都道府県 駅名 か

千葉県

舞浜駅 まい まえき

埼玉県

白岡駅 しらおかえき

幕張駅 まく りえき 新白岡駅 しんしらおかえき

幕張本郷駅 まく りほんごうえき 神保原駅 じんぼ らえき

松戸駅 ま えき 新三郷駅 しんみさ えき

馬橋駅 ま しえき 戸田駅 だえき

南柏駅 み みかしわえき 戸田公園駅 だこうえんえき

南流山駅 み み がれやまえき 土呂駅 ろえき

南船橋駅 み みふ しえき 中浦和駅 かうらわえき

本八幡駅 も やわたえき 新座駅 いざえき

茂原駅 も らえき 西浦和駅 しうらわえき

八街駅 やちまたえき 西大宮駅 しおおみやえき

八幡宿駅 やわたじゅくえき 西川口駅 しかわぐちえき

八日市場駅 ようかいち えき 日進駅 しんえき

四街道駅 よ かい うえき 蓮田駅 すだえき

埼玉県

上尾駅 あげおえき 東浦和駅 ひがしうらわえき

浦和駅 うらわえき 東大宮駅 ひがしおおみやえき

大宮駅 おおみやえき 東川口駅 ひがしかわぐちえき

岡部駅 おかべえき 東所沢駅 ひがし ころざわえき

桶川駅 おけがわえき 東飯能駅 ひがし ん うえき

籠原駅 かご らえき 東鷲宮駅 ひがしわし みやえき

川口駅 かわぐちえき 深谷駅 ふかやえき

川越駅 かわごええき 吹上駅 ふきあげえき

北上尾駅 きたあげおえき 本庄駅 ほんじょうえき

北朝霞駅 きたあさかえき 本庄早稲田駅 ほんじょうわせだえき

北浦和駅 きたうらわえき 三郷駅 みさ えき

北鴻巣駅 きたこう すえき 南浦和駅 み みうらわえき

北戸田駅 きた だえき 南越谷駅 み みこしがやえき

北本駅 きたも えき 南古谷駅 み みふるやえき

北与野駅 きたよ えき 南与野駅 み みよ えき

行田駅 ぎょうだえき 宮原駅 みや らえき

久喜駅 くきえき 武蔵浦和駅 むさしうらわえき

熊谷駅 くまがやえき 武蔵高萩駅 むさしたか ぎえき

栗橋駅 くり しえき 吉川駅 よしかわえき

鴻巣駅 こう すえき 吉川美南駅 よしかわみ みえき

越谷レイクタウン駅 こしがやれいくたうんえき 与野駅 よ えき

さいたま新都心駅 さいたましん しんえき 与野本町駅 よ ほんまちえき

指扇駅 さしおうぎえき 蕨駅 わらびえき



関東エリア　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 都道府県 駅名 か

茨城県

赤塚駅 あか かえき

栃木県

岡本駅 おかも えき

荒川沖駅 あらかわおきえき 小山駅 おやまえき

石岡駅 いしおかえき 鹿沼駅 か まえき

磯原駅 いそ らえき 烏山駅 からすやまえき

岩間駅 いわまえき 黒磯駅 くろいそえき

牛久駅 うしくえき 小金井駅 こが いえき

内原駅 うち らえき 佐野駅 さ えき

大甕駅 おおみかえき 自治医大駅 じちいだいえき

小木津駅 おぎ えき 雀宮駅 すずめ みやえき

鹿島神宮駅 かしまじんぐうえき 鶴田駅 るたえき

勝田駅 か たえき 栃木駅 ちぎえき

神立駅 かんだ えき 那須塩原駅 すしお らえき

古河駅 こがえき 西那須野駅 し す えき

佐和駅 さわえき 日光駅 こうえき

下館駅 しもだ えき 野木駅 ぎえき

十王駅 じゅうおうえき 野崎駅 ざきえき

高萩駅 たか ぎえき 宝積寺駅 ほうしゃくじえき

高浜駅 たか まえき 間々田駅 ままだえき

玉戸駅 たま えき 矢板駅 やいたえき

土浦駅 ちうらえき

群馬県

安中駅 あん かえき

東海駅 うかいえき 安中榛名駅 あん か る えき

友部駅 もべえき 伊勢崎駅 いせざきえき

取手駅 り えき 桐生駅 きりゅうえき

羽鳥駅 りえき 渋川駅 しぶかわえき

日立駅 ひたちえき 上毛高原駅 じょうもうこうげんえき

常陸太田駅 ひたちおおたえき 新前橋駅 しんまえ しえき

常陸大宮駅 ひたちおおみやえき 新町駅 しんまちえき

常陸多賀駅 ひたちたがえき 高崎駅 たかさきえき

ひたち野うしく駅 ひたち うしくえき 中之条駅 か じょうえき

藤代駅 ふじしろえき 長野原草津口駅 が らくさ ぐちえき

水戸駅 み えき 沼田駅 またえき

結城駅 ゆうきえき 前橋駅 まえ しえき

龍ケ崎市駅 りゅうがさきしえき 水上駅 み かみえき

栃木県

足利駅 あしかがえき

山梨県

石和温泉駅 いさわおんせんえき

石橋駅 いし しえき 上野原駅 うえ らえき

今市駅 いまいちえき 勝沼ぶ う郷駅 か まぶ うきょうえき

氏家駅 うじいええき 甲府駅 こうふえき

宇都宮駅 う みやえき 小淵沢駅 こぶちざわえき



関東エリア　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 都道府県 駅名 か

山梨県

塩山駅 えんざんえき
静岡県

熱海駅 あたみえき

甲府駅 こうふえき 伊東駅 い うえき

小淵沢駅 こぶちざわえき

韮崎駅 らさきえき

山梨市駅 やま ししえき

竜王駅 りゅうおうえき


