
PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

ハイウェイバス乗り入れパーキング 駐車場 ＪＲ線 小見川駅 茨城県神栖市平泉東１－６４

ＳＦＣ薬局　中根店 物販店 ＪＲ線 勝田駅 茨城県ひたちなか市中根３６４６－１

ＳＦＣ薬局　勝田中央店 物販店 ひたちなか海浜鉄道 金上駅 茨城県ひたちなか市中根５１２４－３

ＳＦＣ薬局　石川中央店 物販店 ＪＲ線 赤塚駅 茨城県水戸市石川４－４０４５－１

ＳＦＣ薬局　城東中央店 物販店 ＪＲ線 水戸駅 茨城県水戸市城東１－３１－３

ＳＦＣペガサス薬局 物販店 ＪＲ線 水戸駅 茨城県水戸市城東１－３－８

佐貫駅西口駐車場 駐車場 ＪＲ線 佐貫駅 茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町４１８－１

開成町自転車駐車場　定期更新機 駐輪場 小田急線 開成駅 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４３６２

開成町自転車等駐車場 駐輪場 小田急線 開成駅 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４４４０－２

玉屋　箱根の関所 物販店 箱根登山鉄道 小涌谷駅 神奈川県足柄下郡箱根町箱根８－１

凸凹堂　湯本 物販店 箱根登山鉄道 箱根湯本駅 神奈川県足柄下郡箱根町湯本６９２－１０

富士そば　本厚木店 飲食店 小田急線 本厚木駅 神奈川県厚木市中町２－１－１７

桃太郎王国　本厚木店 物販店 小田急線 本厚木駅 神奈川県厚木市中町２－６－５

サントリープロダクツ(株)神奈川綾瀬工場　食堂 飲食店 相鉄線 さがみ野駅 神奈川県綾瀬市深谷上８－２７－１

クオール薬局　大船２号店 物販店 ＪＲ線 大船駅 神奈川県鎌倉市大船２－２４－２５

クオール薬局　大船１号店 物販店 ＪＲ線 大船駅 神奈川県鎌倉市大船６－２－３エクセラ湘南１０２

ハマイチ大船駐輪場 駐輪場 ＪＲ線 大船駅 神奈川県鎌倉市岡本１－５－８

玉屋　鎌倉 物販店 ＪＲ線 鎌倉駅 神奈川県鎌倉市小町１－５－１０

□○堂　鎌倉 物販店 ＪＲ線 鎌倉駅 神奈川県鎌倉市小町２－８－１４コアンドコマチ１Ｆ

花の舞　京王リトナード若葉台店 飲食店 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川５６２－６　２F 

牛角　若葉台店 飲食店 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川５６２－６京王リトナード若葉台

クリエイト　京王若葉台駅前店 物販店 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川５６２－６

京王オートバイパーク　若葉台 駐輪場 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川５６２－６

京王サイクルパーク　若葉台 駐輪場 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川５６２－６

京王ストアエクスプレス　若葉台店　 コンビニ 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川６０９

京王若葉台乗務区　キリンビバレッジ 飲料自販機 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川６０９

京王若葉台乗務区　キリンビバレッジ（紙パック） 飲料自販機 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川６０９

京王若葉台乗務区（サントリービバレッジ） 飲料自販機 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川６０９

若葉台駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川６０９ 改札出て左側駅前広場エスカレーターそば

Ｋ－Ｓｈｏｐ　若葉台店 コンビニ 相模原線 若葉台駅 神奈川県川崎市麻生区黒川６０９改札外

小島新田駅駐輪場 駐輪場 京急線 小島新田駅 神奈川県川崎市川崎区江川２－１８－１１

富士そば　川崎東口店 飲食店 ＪＲ線 川崎駅 神奈川県川崎市川崎区小川町１－７音楽堂ビル

ＳＦＣ薬局　貝塚店 物販店 ＪＲ線 川崎駅 神奈川県川崎市川崎区貝塚２－５－１９

クオール薬局　小倉店 物販店 ＪＲ線 矢向駅 神奈川県川崎市幸区小倉５－１－２０

ＡＩＲＢＩＣ 飲食店 ＪＲ線 新川崎駅 神奈川県川崎市幸区新川崎７

フロンティアエクスプレス　（大蔵屋商事） 飲料自販機 ＪＲ線 武蔵新城駅 神奈川県川崎市高津区北見方３－７－６

富士そば　稲田堤店 飲食店 ＪＲ線 稲田堤駅 神奈川県川崎市多摩区菅１－２－１ミカドビル

パレットプラザ　京王稲田堤店 サービス店 相模原線 京王稲田堤駅 神奈川県川崎市多摩区菅２－１－２８0

京王稲田堤駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 相模原線 京王稲田堤駅 神奈川県川崎市多摩区菅４－１－１ 南口改札出て右方向京王ストア前

ミスタードーナツ　京王稲田堤駅前店 飲食店 相模原線 京王稲田堤駅 神奈川県川崎市多摩区菅４－１－１

京王稲田堤駅　コインロッカー　Ａ コインロッカー 相模原線 京王稲田堤駅 神奈川県川崎市多摩区菅４－１－１ 中央口

ルパ　稲田堤店　 物販店 相模原線 京王稲田堤駅 神奈川県川崎市多摩区菅４－２－１

啓文堂書店　稲田堤店　 物販店 相模原線 京王稲田堤駅 神奈川県川崎市多摩区菅４－２－１

京王サイクルパーク　稲田堤 駐輪場 相模原線 京王稲田堤駅 神奈川県川崎市多摩区菅４－８４５－４

京王サイクルパーク　稲田堤北 駐輪場 相模原線 京王稲田堤駅 神奈川県川崎市多摩区菅５－１－４０

三菱ふそう５機事務所左　（MPソリューション） 飲料自販機 ＪＲ線 平間駅 神奈川県川崎市中原区大倉町１０

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。
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ピーアーク新城店 飲料自販機 ＪＲ線 武蔵新城駅 神奈川県川崎市中原区上新城２－１０－１０

法政大学第二中・高等学校内食堂 飲食店 ＪＲ線 武蔵小杉駅 神奈川県川崎市中原区木月大町６－１ 学校内食堂

法政大学第二中・高等学校内売店 物販店 ＪＲ線 武蔵小杉駅 神奈川県川崎市中原区木月大町６－１

富士そば　元住吉店 飲食店 東急線 元住吉駅 神奈川県川崎市中原区木月１

スマートフィット１００　相模原駅前店 サービス店 ＪＲ線 相模原駅 神奈川県相模原市中央区相模原３丁目９－１　２F

株式会社カズテクニカ 飲料自販機 ＪＲ線 相模原駅 神奈川県相模原市中央区中央１－９－１８　１階通路

相模原市役所第１駐車場 駐車場 ＪＲ線 相模原駅 神奈川県相模原市中央区中央２－１１－１５

相模原市総合学習センター駐車場 駐車場 ＪＲ線 相模原駅 神奈川県相模原市中央区中央３－１２

相模原市役所第２駐車場 駐車場 ＪＲ線 相模原駅 神奈川県相模原市中央区中央３－１３

相模原市体育館駐車場 駐車場 ＪＲ線 矢部駅 神奈川県相模原市中央区富士見１－２

相模原市環境情報センター・衛生研究所駐車場 駐車場 ＪＲ線 矢部駅 神奈川県相模原市中央区富士見１－３

クリエイト　相模原富士見店 物販店 ＪＲ線 矢部駅 神奈川県相模原市中央区富士見５－５－１

ウェルネス相模原駐車場 駐車場 ＪＲ線 矢部駅 神奈川県相模原市中央区富士見６－１

フルヤゴルフガーデン サービス店 ＪＲ線 矢部駅 神奈川県相模原市中央区淵野辺２－６－３０

青山学院大学（相模原）　Ｂ棟１階 証明書発行機 ＪＲ線 淵野辺駅 神奈川県相模原市中央区淵野辺５－１０－１

スパゲティ屋　青山 飲食店 ＪＲ線 相模湖駅 神奈川県相模原市緑区青山２３２４－４

タイムズ　アリオ橋本 駐車場 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２

広瀬病院 サービス店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区久保沢２－３－１６

アピナ橋本店（ＳＩＣ） サービス店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区西橋本５－１－１ラ・フロール駐車場棟１階

牛角　橋本店 飲食店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市南区橋本３－１７－３マイランドビル

Ａ　ＬｏＴ　橋本第１ 駅売店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 改札内

Ａ　ＬｏＴ　橋本第２ 駅売店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 改札外コンコース突き当たり右側

ＡＲＳリラクゼーション・カイロプラクティックセンター サービス店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 京王クラウン街

Ｋ－Ｓｈｏｐ　橋本店 コンビニ 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 改札外コンコース

ＳＣ橋本・事務所前　（コカ・コーラ） 飲料自販機 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 事務所前歩道沿い

ＳＣ橋本・東側　（アサヒ飲料） 飲料自販機 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 京王クラウン街　東端

ＳＣ橋本・東側　（伊藤園） 飲料自販機 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 京王クラウン街　東側・東端

ＳＣ橋本・東側　（サントリービバレッジ） 飲料自販機 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 京王クラウン街　東端

マツモトキヨシ　京王橋本駅ビル店　 物販店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２

京王クラウン街橋本事務所　（キリンビバレッジ） 飲料自販機 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２

京王相模原線橋本駅Ｈ（キリンビバレッジ) 飲料自販機 京王線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２

橋本駅ホーム売店ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２

橋本駅　コインロッカー　Ａ－１ コインロッカー 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 改札口外側

橋本駅　コインロッカー　Ｃ コインロッカー 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２

橋本駅　コインロッカー　ショッピングセンター内 コインロッカー 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２

橋本駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 改札よりＪＲ横浜線への通路上

ドトールコーヒー　京王橋本店 飲食店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２京王クラウン街

フラワーショップ京王　橋本店　 物販店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２京王クラウン街

ルパ　橋本店　 物販店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２京王クラウン街

気利家　橋本店 飲食店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２京王クラウン街

啓文堂書店　橋本駅店　 物販店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２京王クラウン街

エコステーション２１　京王ストア橋本店 駐輪場 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－３

橋本２丁目駐輪場 駐輪場 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－４－５

京王コインパーク　橋本２丁目 駐車場 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本２－５－５

タイムズ　ドンキホーテＳＩＮＧ橋本 駐車場 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本３－３

ＢＥＶＹ　ｂｙ　ｐｒｉｎｃｅｓｓ サービス店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本３－４－５河津ビル５Ｆ
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タイムズ　相模原橋本第１８ 駐車場 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本６－３１

橋本自動車学校　（ダイドー） 飲料自販機 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区橋本台１－１４－２５

京王東橋本寮　（ＦＶイースト） 飲料自販機 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区東橋本２－２４－４

サンドラッグ　東橋本店 物販店 相模原線 橋本駅 神奈川県相模原市緑区東橋本４－１０－３

デザート王国 飲食店 ＪＲ線 原当麻駅 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１　北里大学 相模原キャンパス臨床教育研究棟1Ｆ

ローストビーフ星 飲食店 ＪＲ線 原当麻駅 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１　北里大学 相模原キャンパス臨床教育研究棟1Ｆ

麺大将 飲食店 ＪＲ線 原当麻駅 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１北里大学相模原キャンパス 臨床教育研究棟1Ｆ

ボーノ相模大野①　（八洋） 飲料自販機 小田急線 相模大野駅 神奈川県相模原市南区相模大野３－２－１ボーノ相模大野

ボーノ相模大野②　（八洋） 飲料自販機 小田急線 相模大野駅 神奈川県相模原市南区相模大野３－２－１ボーノ相模大野

NLクオール薬局　相模大野北口店 物販店 小田急線 相模大野駅 神奈川県相模原市南区相模大野３－３－１－２０１ボーノ相模大野２F

浄水管理センター４階 飲料自販機 小田急線 秦野駅 神奈川県秦野市上大槻１９０番地

東海大学前駅自転車駐車場 駐輪場 小田急線 東海大学前駅 神奈川県秦野市南矢名１

ゴリラサイクルパーク渋沢駅前 駐輪場 小田急線 渋沢駅 神奈川県秦野市柳町１－１２－７

凸凹堂　江ノ島 物販店 小田急線 片瀬江ノ島駅 神奈川県藤沢市江の島２－２－７

玉屋　江ノ島 物販店 小田急線 片瀬江ノ島駅 神奈川県藤沢市江の島１－４－１１

富士そば　藤沢店 飲食店 ＪＲ線 藤沢駅 神奈川県藤沢市南藤沢３－１ＫＤビル１階

やすだ大和店　（ダイト） 飲料自販機 小田急線 鶴間駅 神奈川県大和市下鶴間２４４４－１

青葉台駅自転車駐車場 駐輪場 東急線 青葉台駅 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１２－１

青葉台駅第４自転車駐車場 駐輪場 東急線 青葉台駅 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－５

恩田駅自転車駐車場 駐輪場 東急線 恩田駅 神奈川県横浜市青葉区あかね台１－１０－９番地先

市が尾自転車駐車場 駐輪場 東急線 市が尾駅 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１１５２先

江田駅自転車駐車場 駐輪場 東急線 江田駅 神奈川県横浜市青葉区荏田町１２４６

クオール薬局　たまプラーザ店 物販店 東急線 たまプラーザ駅 神奈川県横浜市青葉区新石川２－２－２ＦＵＪＩＫＹＵビル１階

こどもの国駅自転車駐車場 駐輪場 東急線 こどもの国駅 神奈川県横浜市青葉区奈良町１１８９－２

藤が丘駅自転車駐車場 駐輪場 東急線 藤が丘 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１－２９

下飯田駅前第１自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 下飯田駅 神奈川県横浜市泉区和泉町３１６７－１

下飯田駅駐輪場 駐輪場 横浜市交通局 下飯田駅 神奈川県横浜市泉区下飯田町８３２番１他

立場駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 立場駅 神奈川県横浜市泉区中田西１－１

踊場駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 踊場駅 神奈川県横浜市泉区中田東１－１先

中田駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 中田駅 神奈川県横浜市泉区中田東３－１

ヨコハマスマートパーキング緑園都市西口 駐車場 相鉄線 緑園都市駅 神奈川県横浜市泉区緑園３－２

磯子駅第２駐輪場 駐輪場 ＪＲ線 磯子駅 神奈川県横浜市磯子区磯子３－１６９３－２

新杉田駅第３自転車駐車場　個別精算機 駐輪場 ＪＲ線 新杉田駅 神奈川県横浜市磯子区新杉田町８－４

サイカパーク　新杉田１丁目自転車駐輪場 駐輪場 京急線 杉田駅 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１４

杉田駅前駐輪場 駐輪場 京急線 杉田駅 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１６－３

杉田駅自転車駐車場 駐輪場 京急線 杉田駅 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１６－８

根岸駅自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 根岸駅 神奈川県横浜市磯子区東町１６

根岸駅第二駐輪場 駐輪場 ＪＲ線 根岸駅 神奈川県横浜市磯子区東町１９－３

屏風浦駅自転車駐車場 駐輪場 京急線 屛風浦駅 神奈川県横浜市磯子区森３－１８－２６

屏風浦駅駐輪場 駐輪場 京急線 屛風浦駅 神奈川県横浜市磯子区森５－１－１８

洋光台駅自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 洋光台駅 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１３

富士通ハーモニー　新子安オフィス 飲食店 ＪＲ線 新子安駅 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－２－４オルトヨコハマビジネスセンター

鶴一家 飲食店 ＪＲ線 横浜駅 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町１－７－３４

羽沢横浜国大駅前駐輪場（１） 駐輪場 ＪＲ線 羽沢横浜国大駅 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南２－４７４－４

羽沢横浜国大駅前駐輪場（２） 駐輪場 ＪＲ線 羽沢横浜国大駅 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南２－４７４－４

金沢文庫駅Ｃ棟自転車駐車場 駐輪場 京急線 金沢文庫駅 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１－８
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金沢八景駅自転車駐輪場 駐輪場 京急線 金沢八景駅 神奈川県横浜市金沢区瀬戸４８４８－１

京急富岡駅第二自転車駐車場 駐輪場 京急線 京急富岡駅 神奈川県横浜市金沢区富岡東６－３１

能見台西口第四自転車駐輪場 駐輪場 京急線 能見台駅 神奈川県横浜市金沢区能見台東１番地先 

能見台駅東口自転車駐輪場 駐輪場 京急線 能見台駅 神奈川県横浜市金沢区堀口１－１１

町屋町駐車場 駐車場 ＪＲ線 金沢八景駅 神奈川県横浜市金沢区町屋町１９－１５

六浦駅南口自転車駐車場 駐輪場 京急線 六浦駅 神奈川県横浜市金沢区六浦町１４７０－１地内

上大岡駅第八自転車駐輪場 駐輪場 京急線 上大岡駅 神奈川県横浜市港南区上大岡西２－１

港南台駅自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 港南台駅 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－５

下永谷駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 下永谷駅 神奈川県横浜市港南区下永谷４－２５－８

港南中央駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 港南中央駅 神奈川県横浜市港南区港南中央通９－２

上永谷駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 上永谷駅 神奈川県横浜市港南区丸山台１－１０－１

大倉山駅駐輪場 駐輪場 東急線 大倉山駅 神奈川県横浜市港北区大倉山１－１８－１９

青柳 物販店 東急線 大倉山駅 神奈川県横浜市港北区大倉山１－２－８

妙蓮寺駅西口自転車駐車場 駐輪場 東急線 妙蓮寺駅 神奈川県横浜市港北区菊名１－１１０９－１

菊名駅東口自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 菊名駅 神奈川県横浜市港北区菊名４－１－５

岸根公園駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 岸根公園駅 神奈川県横浜市港北区岸根町４４８

小机駅自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 小机駅 神奈川県横浜市港北区小机町２５４３

新横浜駅篠原口自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 菊名駅 神奈川県横浜市港北区篠原町２９７３－２ 歩道上

サイカパーク　新横浜篠原町駐輪場 駐輪場 ＪＲ線 新横浜駅 神奈川県横浜市港北区篠原町２９８２－１

ローソンクオール薬局　港北新横浜二丁目店 物販店 ＪＲ線 新横浜駅 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１１

新横浜整形外科・リウマチ科 サービス店 ＪＲ線 新横浜駅 神奈川県横浜市港北区新横浜３－６－４

新横浜駅第４自転車駐車場子機 駐輪場 ＪＲ線 新横浜駅 神奈川県横浜市港北区新横浜２－３－１先

新横浜駅第４自転車駐車場親機 駐輪場 ＪＲ線 新横浜駅 神奈川県横浜市港北区新横浜２－３－１先

綱島駅東口第５自転車駐車場 駐輪場 東急線 綱島駅 神奈川県横浜市港北区樽町２－７－２６先

綱島駅西口第３駐輪場 駐輪場 東急線 綱島駅 神奈川県横浜市港北区綱島西 ２－７－２０

にこにこ会パーキング　精算機 駐車場 東急線 綱島駅 神奈川県横浜市港北区綱島西１－１４－１４

綱島駅西口第１１Ｂ自転車駐車場　電磁ロック機 駐輪場 東急線 綱島駅 神奈川県横浜市港北区綱島西１－１４－７

富士そば　綱島店 飲食店 東急線 綱島駅 神奈川県横浜市港北区綱島西１－１－５

綱島駅自転車駐車場バイクエリア 駐輪場 東急線 綱島駅 神奈川県横浜市港北区綱島西２－１－３

サイカパーク　綱島西駐輪場 駐輪場 東急線 綱島駅 神奈川県横浜市港北区綱島西３－１－２０

菊名駅西口自転車駐輪場 駐輪場 ＪＲ線 菊名駅 神奈川県横浜市港北区錦が丘７－１－１

サイカパーク　新羽駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 新羽駅 神奈川県横浜市港北区新羽町

新羽駅北側駐輪場 駐輪場 横浜市交通局 新羽駅 神奈川県横浜市港北区新羽町１７３６番２他

日吉駅自転車駐車場 駐輪場 東急線 日吉駅 神奈川県横浜市港北区日吉４－１－１地先

日吉本町駅第１自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 日吉本町駅 神奈川県横浜市港北区日吉本町５－５０６

日吉本町駅第２自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 日吉本町駅 神奈川県横浜市港北区日吉本町５－５０９

大倉山駅第３自転車駐車場 駐輪場 東急線 大倉山駅 神奈川県横浜市港北区太尾町１２６－４地先

カフェテリア　カリン 飲食店 ＪＲ線 大船駅 神奈川県横浜市栄区飯島町１０９－１ 社員食堂

住友電気工業ＳＢＣショップ 物販店 ＪＲ線 大船駅 神奈川県横浜市栄区田谷町１番地

（株）芙蓉ビデオ　横浜工場 飲料自販機 東急線 南町田駅 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町２０－２１

北山田駅自転車駐車場　Ｂ１ 駐輪場 横浜市交通局 北山田駅 神奈川県横浜市都筑区北山田１－６－２

都筑ふれあいの丘駅駐輪場 駐輪場 横浜市交通局 都築ふれあいの丘駅 神奈川県横浜市都筑区高山７番１他

センター南駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 センター南駅 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央２

センター南駅第１駐輪場 駐輪場 横浜市交通局 センター南駅 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央４９番

センター南駅第２駐輪場 駐輪場 横浜市交通局 センター南駅 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央５４

中川駅駐輪場 駐輪場 横浜市交通局 中川駅 神奈川県横浜市都筑区中川１－１－２
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センター北駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 センター北駅 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３

仲町台駅第１Ａ　精算機 駐輪場 横浜市交通局 仲町台駅 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－１－１

仲町台駅第１Ｂ　精算機 駐輪場 横浜市交通局 仲町台駅 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－１－１

仲町台駅第２　定期更新機 駐輪場 横浜市交通局 仲町台駅 神奈川県横浜市都筑区仲町台２－７－２

ＪＲ鶴見駅西口自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 鶴見駅 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２－２０

東戸塚駅西口第２自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 東戸塚駅 神奈川県横浜市戸塚区川上町８９－２

サイカパーク　東戸塚 駐車場 ＪＲ線 東戸塚駅 神奈川県横浜市戸塚区品濃町字道々１９０－３

サイカパーク　戸塚駅東口 駐車場 ＪＲ線 戸塚駅 神奈川県横浜市戸塚区矢部町３

山手サイクルポート 駐輪場 ＪＲ線 山手駅 神奈川県横浜市中区大和町２－３４

横浜ビール　驛の食卓 飲食店 横浜市交通局 関内駅 神奈川県横浜市中区住吉町６－６８－１横浜関内地所ビル２Ｆ

中区日本大通り駐輪場 駐輪場 みなとみらい線 日本大通り駅 神奈川県横浜市中区日本大通３４番地先～３５番地先

ミスターミニット　横浜市営地下鉄桜木町駅店 サービス店 横浜市交通局 桜木町駅 神奈川県横浜市中区花咲町１－３４

富士そば　日ノ出町店 飲食店 京急線 日ノ出町駅 神奈川県横浜市中区日ノ出町１－４２京急ストア内

Ｙｏｋｏｈａｍａ　ＹＢ　Ｓｈｏｐ　驛カフェ 飲食店 みなとみらい線 馬車道駅 神奈川県横浜市中区本町６－５０－１横浜アイランドタワーＢ２Ｆ

ふれあい横浜ホスピタル サービス店 ＪＲ線 関内駅 神奈川県横浜市中区万代町２－３－３

凸凹堂　横浜 物販店 みなとみらい線 元町・中華街駅 神奈川県横浜市中区山下町１３３－１

パークサイド横浜デンタルクリニック サービス店 みなとみらい線 日本大通り駅 神奈川県横浜市中区山下町１９４外丸ビル６０１

ファンケル学べる健康レストラン 飲食店 みなとみらい線 日本大通り駅 神奈川県横浜市中区山下町８９－１ （株）ファンケル　本社１Ｆ社員食堂

つけめんＴＥＴＳＵ　ＣＩＡＬ横浜 飲食店 ＪＲ線 横浜駅 神奈川県横浜市西区南幸１－１－１ＣＩＡＬ横浜

横浜駅西口第八　一時券売機 駐輪場 ＪＲ線 横浜駅 神奈川県横浜市西区南幸２丁目４番地先

中山駅南口第２自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 中山駅 神奈川県横浜市緑区寺山町１００－１地先

十日市場駅北口自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 十日市場駅 神奈川県横浜市緑区十日市場町９２０－１－５

十日市場駅　一時券売機 駐輪場 ＪＲ線 十日市場駅 神奈川県横浜市緑区十日市場町９３７－１

長津田駅北口第３自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 長津田駅 神奈川県横浜市緑区長津田２－７

中山駅北口自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 中山駅 神奈川県横浜市緑区中山町３１８－２

井土ヶ谷駅自転車駐車場 駐輪場 京急線 井土ヶ谷駅 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町２１５

弘明寺駅自転車駐車場 駐輪場 京急線 弘明寺駅 神奈川県横浜市南区弘明寺町２６７－２

蒔田駅自転車駐車場 駐輪場 横浜市交通局 蒔田駅 神奈川県横浜市南区宿町３－５７

南太田駅自転車駐車場 駐輪場 京急線 南太田駅 神奈川県横浜市南区南太田２－１－６

フクちゃんパーク横浜吉野町駐輪場 駐輪場 横浜市交通局 吉野町駅 神奈川県横浜市南区吉野町４－２０－２９

高山グリーンホテル　宴会 ホテル ＪＲ線 高山駅 岐阜県高山市西之一色町2-180

高山グリーンホテル　木乃香 ホテル ＪＲ線 高山駅 岐阜県高山市西之一色町2-180

高山グリーンホテル　グリーンコート ホテル ＪＲ線 高山駅 岐阜県高山市西之一色町2-180

高山グリーンホテル　白川郷 ホテル ＪＲ線 高山駅 岐阜県高山市西之一色町2-180

高山グリーンホテル　物産館 ホテル ＪＲ線 高山駅 岐阜県高山市西之一色町2-180

高山グリーンホテル　フロント ホテル ＪＲ線 高山駅 岐阜県高山市西之一色町2-180

高山グリーンホテル　ベルアンジュ ホテル ＪＲ線 高山駅 岐阜県高山市西之一色町2-180

高山グリーンホテル　緑亭 ホテル ＪＲ線 高山駅 岐阜県高山市西之一色町2-180

京王プレリアホテル京都烏丸五条　 ホテル 京都市交通局 五条駅 京都府京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町３９６

凸凹堂　草津 物販店 ＪＲ線 羽根尾駅 群馬県吾妻郡草津町草津字泉水４９７－１

D-Parking　前橋駅北口 駐車場 ＪＲ線 前橋駅 群馬県前橋市表町２－３１５－６

D-Parking　前橋駅南口 駐車場 ＪＲ線 前橋駅 群馬県前橋市南町３－８－２

やすだ朝霞店　（ダイト） 飲料自販機 東武線 朝霞駅 埼玉県朝霞市本町１－１１－１０

富士そば　川口店 飲食店 ＪＲ線 川口駅 埼玉県川口市栄町３－５－９

玉屋　川越 物販店 西武線 本川越駅 埼玉県川越市幸町２－２０

富士そば　川越店 飲食店 ＪＲ線 川越駅 埼玉県川越市脇田町５－１ウィン川越
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

和菓子　青柳 物販店 東武線 東武動物公園駅 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸４－７－７

サイクルステーション籠原　（中里商店） 飲料自販機 ＪＲ線 籠原駅 埼玉県熊谷市新堀７４６－５

埼玉県立熊谷女子高等学校②　（中里商店） 飲料自販機 ＪＲ線 熊谷駅 埼玉県熊谷市末広２－１３１熊谷女子高等学校

中華そば　スミレ食堂 飲食店 ＪＲ線 熊谷駅 埼玉県熊谷市筑波３－２０２ティアラ２１－３階

埼玉県立熊谷商業高等学校①　（中里商店） 飲料自販機 秩父鉄道 ひろせ野鳥の森駅 埼玉県熊谷市広瀬８００熊谷商業高等学校

埼玉県立熊谷商業高等学校②　（中里商店） 飲料自販機 秩父鉄道 ひろせ野鳥の森駅 埼玉県熊谷市広瀬８００熊谷商業高等学校

立正大学熊谷キャンパス①　（中里商店） 飲料自販機 秩父鉄道 上熊谷駅 埼玉県熊谷市万吉１７００ユニデンスＡ館

立正大学熊谷キャンパス②　（中里商店） 飲料自販機 ＪＲ線 熊谷駅 埼玉県熊谷市万吉１７００パドマ前

立正大学熊谷キャンパス③　（中里商店） 飲料自販機 ＪＲ線 熊谷駅 埼玉県熊谷市万吉１７００ユニデンスＢ館

日立金属（株）熊谷事業所①（タカンナ） 飲料自販機 秩父鉄道 明戸駅 埼玉県熊谷市三ヶ尻５２００番地

日立金属（株）熊谷事業所②（タカンナ） 飲料自販機 秩父鉄道 明戸駅 埼玉県熊谷市三ヶ尻５２００番地

フレンドサイクル　越谷駅西口 駐輪場 東武線 越谷駅 埼玉県越谷市赤山本町４－１

FDCパーク　北越谷第2駐車場 駐車場 東武線 北越谷駅 埼玉県越谷市大沢３－５５１－３

FDCパーク　北越谷第1駐輪場 駐輪場 東武線 北越谷駅 埼玉県越谷市大沢３－６３２－３

FDCパーク　北越谷第3駐車場 駐車場 東武線 北越谷駅 埼玉県越谷市北越谷２－４３－３

ふくちゃんパークせんげん台西口駐輪場　精算機 駐輪場 東武線 せんげん台駅 埼玉県越谷市千間台西１丁目１３－６

富士そば　北浦和店 飲食店 ＪＲ線 北浦和駅 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－２－４

フレンドサイクル　北浦和駅東口 駐輪場 ＪＲ線 北浦和駅 埼玉県さいたま市浦和区常盤３－１８

富士そば　浦和仲町店 飲食店 ＪＲ線 浦和駅 埼玉県さいたま市浦和区仲町１－２－１０

みずほ銀行　浦和支店３Ｆ 飲料自販機 ＪＲ線 浦和支店 埼玉県さいたま市浦和区仲町１－４－９

みずほ銀行　浦和支店３Ｆ食堂 飲料自販機 ＪＲ線 浦和支店 埼玉県さいたま市浦和区仲町１－４－９

富士通ハーモニー　大宮オフィス 飲食店 ＪＲ線 大宮駅 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１−２０ 大宮JPビルディング

富士そば　大宮東口店 飲食店 ＪＲ線 大宮駅 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－２０

フレンドサイクル　宮原駅東口 駐輪場 ＪＲ線 宮原駅 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３１２

フレンドサイクル　武蔵浦和駅東口 駐輪場 ＪＲ線 武蔵浦和駅 埼玉県さいたま市南区別所７－９

やすだ東大宮店　（ダイト） 飲料自販機 ＪＲ線 東大宮駅 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３

クオール薬局　幸手中央店 物販店 東武線 幸手駅 埼玉県幸手市幸手２０６０－５

狭山市市民交流センター 飲料自販機 西武線 狭山市駅 埼玉県狭山市入間川１－３－１

ココカラファイン薬局　マルイファミリー志木店 物販店 東武線 志木駅 埼玉県志木市本町５－２６－１マルイファミリー志木店

株式会社タマス①　（タカンナ） 飲料自販機 西武線 新所沢駅 埼玉県所沢市神米金西ヶ原４７６

株式会社タマス②　（タカンナ） 飲料自販機 西武線 新所沢駅 埼玉県所沢市神米金西ヶ原４７６

やすだ戸田店　（ダイト） 飲料自販機 ＪＲ線 戸田駅 埼玉県戸田市大字新曽７５０

富士そば　志木店 飲食店 東武線 志木駅 埼玉県新座市東北２－３１－１０

駿河台大学 サービス店 西武線 飯能駅 埼玉県飯能市阿須６９８

サイタ工業株式会社 飲料自販機 ＪＲ線 東飯能駅 埼玉県飯能市双柳１２７５

東京計器株式会社　飯能事業所 券売機 西武線 飯能駅 埼玉県飯能市美杉台２－２

株式会社弘輝　東松山テクノセンター 飲料自販機 東武線 森林公園駅 埼玉県比企郡滑川町大字都２５－３３

正智深谷高校①　（中里商店） 飲料自販機 ＪＲ線 深谷駅 埼玉県深谷市上野台３６９

正智深谷高校②　（中里商店） 飲料自販機 ＪＲ線 深谷駅 埼玉県深谷市上野台３６９

プレステージ　（中里商店） 飲料自販機 ＪＲ線 深谷駅 埼玉県深谷市西島町３－１－２

株式会社モテギ　（中里商店） 飲料自販機 ＪＲ線 深谷駅 埼玉県深谷市幡羅町１－１１－１１

埼玉県工業大学２６号館外　フカニャン　（中里商店） 飲料自販機 ＪＲ線 岡部駅 埼玉県深谷市普済寺１６９０埼玉県工業大学

埼玉県工業大学２６号館外　ふっかちゃん　（中里商店） 飲料自販機 ＪＲ線 岡部駅 埼玉県深谷市普済寺１６９０埼玉県工業大学

鶴瀬駅東口自転車駐輪場 駐輪場 東武線 鶴瀬駅 埼玉県富士見市鶴瀬東１－１１－１０

富士そば　みずほ台店 飲食店 東武線 みずほ台駅 埼玉県富士見市西みずほ台１－１－３東武サンライトマンション１０４号

みずほ台駅西口自転車駐輪場 駐輪場 東武線 みずほ台駅 埼玉県富士見市西みずほ台２－６－７
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みずほ台駅東口自転車駐輪場 駐輪場 東武線 みずほ台駅 埼玉県富士見市東みずほ台２－７－１１

ふじみ野駅西口自転車駐輪場 駐輪場 東武線 ふじみ野駅 埼玉県富士見市ふじみ野西１－１００

富士そば　ふじみ野店 飲食店 東武線 ふじみ野駅 埼玉県富士見市ふじみ野西１－２０－５

ふじみ野駅東口自転車駐輪場 駐輪場 東武線 ふじみ野駅 埼玉県富士見市ふじみ野東１－１００

オリンピア　フレスポ八潮 物販店 つくばエクスプレス 八潮駅 埼玉県八潮市大瀬１－１－３フレスポ八潮 

N・Parking　八潮駅前 サービス店 つくばエクスプレス 八潮駅 埼玉県八潮市大瀬６６８

やすだ八潮店　（ダイト） 飲料自販機 つくばエクスプレス 八潮駅 埼玉県八潮市大字大曽根１１３５－１

クオール薬局　天王台店 物販店 ＪＲ線 天王台駅 千葉県我孫子市柴崎台１－１８－３４クリサンテーム妙典Ⅱ

富士そば　市川店 飲食店 ＪＲ線 市川駅 千葉県市川市市川１－７－６

ウエストサイクルパーキング　市川大野駅前第２ 駐輪場 ＪＲ線 市川大野駅 千葉県市川市大野町２－２０６

ウエストパーキング　市川大野駅前駐車場 駐車場 ＪＲ線 市川大野駅 千葉県市川市大野町２－２０６

ウエストサイクルパーキング　市川大野駅前第１ 駐輪場 ＪＲ線 市川大野駅 千葉県市川市大野町２－２２０

ウエストパーキング　市川大野第４駐車場 駐車場 ＪＲ線 市川大野駅 千葉県市川市大野町３－１８０

南行徳駐輪場 駐輪場 東京メトロ線 南行徳駅 千葉県市川市行徳１－１５－４

ＮＰＩパーキング妙典駅前 駐車場 東京メトロ線 妙典駅 千葉県市川市富浜１－６－１

Ｎパーキング第２駐輪場 駐輪場 東京メトロ線 妙典駅 千葉県市川市富浜１－６－１付近

ＳＦＣ薬局　平田店 物販店 ＪＲ線 本八幡駅 千葉県市川市平田４－３－６

クオール薬局　本八幡店 物販店 ＪＲ線 本八幡駅 千葉県市川市南八幡４－１４－４　e-STEP1階東側部分

クオール薬局　妙典店 物販店 東京メトロ線 妙典駅 千葉県市川市妙典４－１０－２８クリサンテーム妙典II

サイカパーク本八幡駅前　精算機 駐輪場 東京都交通局 本八幡駅 千葉県市川市八幡２－６－７

クオール薬局　稲毛駅前店 物販店 ＪＲ線 稲毛駅 千葉県稲毛市稲毛東３－１５－８

クオール薬局　稲毛店 物販店 ＪＲ線 稲毛駅 千葉県稲毛市小仲台２－２－２エヌズクアトロ２Ａ

マリオンクレープ　新浦安店 物販店 ＪＲ線 新浦安駅 千葉県浦安市入船１－５－１ＭＯＮＡ新浦安１Ｆ

富士そば　浦安店 飲食店 東京メトロ線 浦安駅 千葉県浦安市北栄１－１７－１４ブランノワールビル１Ｆ

富士そば　柏店 飲食店 ＪＲ線 柏駅 千葉県柏市柏１－２－３５共同ビルサンシャ１０４

柏の葉　ＫＯＩＬ サービス店 つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 千葉県柏市若柴１７８－４　柏の葉キャンパス１４８街区２ ショップ＆オフィス棟６階

クオール薬局　柏の葉店 物販店 つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 千葉県柏市若柴１７８－４柏の葉キャンパス１４８街区１B

佐倉駅前パーキング 駐車場 ＪＲ線 佐倉駅 千葉県佐倉市大崎台１－１－８

サンアップ八日市場駐車場 駐車場 ＪＲ線 八日市場駅 千葉県匝瑳市八日市場イ１０７－１０

新生福王台パーキング 駐車場 ＪＲ線 袖ヶ浦駅 千葉県袖ケ浦市福王台１－１－５

クオール薬局　いのはなテラス店 物販店 千葉モノレール線 県庁前駅 千葉県千葉市中央区玄鼻１－８－１千葉大学医学部附属病院　 いのはなテラス1階

クオール薬局　東千葉店 物販店 ＪＲ線 東千葉駅 千葉県千葉市中央区椿森６－５－２

クオール薬局　まつなみ店 物販店 ＪＲ線 千葉駅 千葉県千葉市中央区松波１－４－１３

富士そば　津田沼店 飲食店 ＪＲ線 津田沼駅 千葉県習志野市津田沼１－２－１９つるやビル１Ｆ

成田市体育館　（ブルボン） 飲料自販機 ＪＲ線 成田駅 千葉県成田市中台5－２ 中台運動公園

凸凹堂　成田 物販店 ＪＲ線 成田駅 千葉県成田市仲町３７８

千葉日本大学第一高校内売店 物販店 東葉高速線 船橋日大前駅 千葉県船橋市習志野台８－３４－１

千葉日本大学第一高校内食堂 飲食店 東葉高速線 船橋日大前駅 千葉県船橋市習志野台８－３４－１ 学校内食堂

クオール薬局　船橋店 物販店 京成線 京成船橋駅 千葉県船橋市本町２－２４－１０

富士そば　船橋店 飲食店 ＪＲ線 船橋駅 千葉県船橋市本町４－４１－７ステージ船橋１Ｆ

クオール薬局　松戸店 物販店 新京成線 八柱駅 千葉県松戸市千駄堀１０２４－７

クオール薬局　茂原店 物販店 ＪＲ線 茂原駅 千葉県茂原市町保４２

クオール薬局　茂原駅前店 物販店 ＪＲ線 茂原駅 千葉県茂原市町保字道祖神前３－２７３

クオール薬局　勝田台店 物販店 京成線 勝田台駅 千葉県八千代市勝田台１－２８－５

リガク　ロビー 飲料自販機 ＪＲ線 拝島駅 東京都昭島市松原町３－９－１２

株式会社リガク 飲料自販機 ＪＲ線 拝島駅 東京都昭島市松原町３－９－１２
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

西東京バス株式会社五日市営業所　紙パック（伊藤園） 飲料自販機 ＪＲ線 武蔵五日市駅 東京都あきる野市舘谷台２４

西東京バス五日市営業所②　（八洋） 飲料自販機 ＪＲ線 武蔵五日市駅 東京都あきる野市舘谷台２４

西東京バス五日市営業所③　（八洋） 飲料自販機 ＪＲ線 武蔵五日市駅 東京都あきる野市舘谷台２４

富士そば　綾瀬店 飲食店 ＪＲ線 綾瀬駅 東京都足立区綾瀬２－２６－１

江北第１ 駐車場 東京都交通局 江北駅 東京都足立区江北４－２７－３

舎人公園第二駐車場 駐車場 日暮里・舎人ライナー 舎人公園駅 東京都足立区古千谷１

富士そば　北千住店 飲食店 ＪＲ線 北千住駅 東京都足立区千住２－６１

富士そば　北千住東口店 飲食店 ＪＲ線 北千住駅 東京都足立区千住旭町４１－１７染野ビル

フクちゃんパーク舎人 駐車場 東京都交通局 見沼代親水公園駅 東京都足立区舎人５－２８－３

舎人公園第一駐車場 駐車場 日暮里・舎人ライナー 舎人公園駅 東京都足立区舎人公園１－１

中川公園駐車場 駐車場 ＪＲ線 亀有駅 東京都足立区中川５－２

舎人公園第三駐車場 駐車場 日暮里・舎人ライナー 舎人公園駅 東京都足立区西伊興２－１２

東綾瀬公園駐車場 駐車場 東京メトロ線 綾瀬駅 東京都足立区谷中１－３

富士そば　日暮里店 飲食店 ＪＲ線 日暮里駅 東京都荒川区東日暮里５－５２－２神谷ビル本館１Ｆ

汐入公園南駐車場 駐車場 ＪＲ線 南千住駅 東京都荒川区南千住８－１３－１

汐入公園北駐車場 駐車場 ＪＲ線 南千住駅 東京都荒川区南千住８－１３－１

富士そば　上板橋店 飲食店 東武線 上板橋駅 東京都板橋区上板橋１－２７－５

富士そば　板橋店 飲食店 ＪＲ線 板橋駅 東京都板橋区板橋１－１６紅谷ビル

富士そば　大山ハッピーロード店 飲食店 東武線 大山駅 東京都板橋区大山町１－３１　中坪ビル１Ｆ

赤塚公園駐車場 駐車場 東京都交通局 高島平駅 東京都板橋区高島平３－１

アクアセゾン サービス店 東武線 ときわ台駅 東京都板橋区常盤台３－１４－６

富士そば　東武練馬店 飲食店 東武線 東武練馬駅 東京都板橋区徳丸３－１－２６

クオール薬局　中板橋店 物販店 東武線 中板橋駅 東京都板橋区中板橋２０－１モダ・ビエント中板橋１０３号

浮間公園駐車場 駐車場 ＪＲ線 浮間舟渡駅 東京都板橋区舟渡２－１５－１

ＣｏＣｏ壱番屋　稲城向陽台店 飲食店 相模原線 稲城駅 東京都稲城市向陽台１－２－３

京王電鉄若葉台工場　（ＦＶイーストジャパン） 飲料自販機 相模原線 若葉台駅 東京都稲城市坂浜２０－１５１ 食堂

タイムズ稲城東長沼第２ 駐車場 京王線 稲城駅 東京都稲城市東長沼２１０７ー８

京王サイクルパーク　稲城 駐輪場 相模原線 稲城駅 東京都稲城市東長沼３１０７－４

マツモトキヨシ　京王リトナード稲城店　 物販店 相模原線 稲城駅 東京都稲城市東長沼３１０７－４京王リトナード稲城

Ａ　ＬｏＴ　稲城 駅売店 相模原線 稲城駅 東京都稲城市東長沼３１０８ 改札口

ルパ　稲城店　 物販店 相模原線 稲城駅 東京都稲城市東長沼３１０８

稲城駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 相模原線 稲城駅 東京都稲城市東長沼３１０８ 改札出て右側駅前広場自販機コーナー内

稲城駅北口自転車駐車場 駐輪場 相模原線 稲城駅 東京都稲城市東長沼３１３５－２

さくら薬局　稲城平尾店 物販店 相模原線 若葉台駅 東京都稲城市平尾１－４９－６山王ビル１０３

京王サイクルパーク　読売ランド 駐輪場 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口２１９９－２

京王よみうりランド駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口２２００－１ 改札出て右側自販機コーナー内

ビジョンメガネ　アメリア稲城店 物販店 京王線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口２２８４－１アメリア稲城２F

京王コインパーク　よみうりランド 駐車場 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口３２７０

ＨＡＮＡ・ＢＩＹＯＲＩ　オミヤゲビヨリ 物販店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

ＨＡＮＡ・ＢＩＹＯＲＩ　チャーム 物販店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

ばくだん焼本舗　よみうりランド店 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

プールＷＡＩ　Ａ売店 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

プールＷＡＩ　Ｂ売店 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

プールＷＡＩ　Ｃ売店 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

プールＷＡＩ　Ｄ売店 物販店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

プールＷＡＩ　インフォメーション サービス店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

プールＷＡＩ　サーティーワンアイスクリーム 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

プールＷＡＩ　マリオンクレープ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

プールＷＡＩ　ラ・ピシーヌ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

プールＷＡＩ　飲食売店 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

プールＷＡＩ　物販売店 物販店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　ＣａｆｅＬａｎＬａｎ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　ＣａｎｄｙＢｅｌ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　ＣＨＵＲＲＯＳ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　Ｇｅｔ‘ｓ 物販店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　Ｇｊｓｈｏｐ 物販店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　Ｇｏｏｄｄａｙ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　ＳＨＡＴＥＫＩ サービス店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　ＹＯＭＩＵＲＩ本舗 物販店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　コクヨ館内ショップ 物販店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　ジェリーズポップコーン 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　スカイシャトル京王よみうりランド駅前 券売機 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　スカイシャトル山頂ゴンドラ 券売機 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　ストーンハウス 物販店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　ドネルケバブ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　バーベキューパークＪＵ－ＪＵ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　フードコートＡ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　フードコートＤ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　フードコートＥ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　フードテラスループ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　マリオンクレープ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　ロブソンフライズ 飲食店 相模原線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１

よみうりランド　ＨＡＮＡ・ＢＩＹＯＲＩ サービス店 京王線 京王よみうりランド駅 東京都稲城市矢野口４０１５－１0

若葉台車両工場①　（コカ・コーラ） 飲料自販機 相模原線 若葉台駅 東京都稲城市若葉台２－１　１階

若葉台車両工場②　（コカ・コーラ） 飲料自販機 相模原線 若葉台駅 東京都稲城市若葉台２－１　２階 食堂

フレスポ若葉台ＥＡＳＴ駐輪場 駐輪場 相模原線 若葉台駅 東京都稲城市若葉台２－１－１フレスポ若葉台ＥＡＳＴ

長崎らーめん西海　稲城若葉台店 飲食店 相模原線 若葉台駅 東京都稲城市若葉台２－１－１フレスポ若葉台ＥＡＳT１階

ビジョンメガネ　フレスポ若葉台店 物販店 京王線 若葉台駅 東京都稲城市若葉台２ー４ー２フレスポ若葉台１F

カフェ・ド・クリエ　フレスポ若葉台店 飲食店 相模原線 若葉台駅 東京都稲城市若葉台２－４－１フレスポ若葉台１Ｆ

餃子の王将　フレスポ若葉台店 飲食店 相模原線 若葉台駅 東京都稲城市若葉台２－４－２フレスポ若葉台１Ｆ

蔦屋書店　稲城若葉台店 物販店 相模原線 若葉台駅 東京都稲城市若葉台４－１

タイムズ　若葉台センター第１ 駐車場 相模原線 若葉台駅 東京都調布市若葉台２－５

タイムズ　若葉台センター第２ 駐車場 相模原線 若葉台駅 東京都調布市若葉台２－６

タイムズ　若葉台センター第３ 駐車場 相模原線 若葉台駅 東京都調布市若葉台２－７

篠崎公園第一駐車場 駐車場 東京都交通局 篠崎駅 東京都江戸川区上篠崎１－２５－１

篠崎公園第二駐車場 駐車場 東京都交通局 篠崎駅 東京都江戸川区上篠崎４－５

宇喜田公園第一駐車場 駐車場 東京都交通局 船堀駅 東京都江戸川区北葛西３－５

宇喜田公園第二駐車場 駐車場 東京都交通局 船堀駅 東京都江戸川区北葛西３－５

クオール薬局　北葛西店 物販店 東京メトロ線 葛西駅 東京都江戸川区北葛西５－１５－２

大島小松川公園駐車場 駐車場 東京都交通局 東大島駅 東京都江戸川区小松川１－７

小松川警察署４Ｆ食堂（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 新小岩駅 東京都江戸川区松島1丁目19番22号 ４Ｆ食堂

Ｃｙｃｌｅ　Ｐａｒａｄｉｓｅ　東京店 物販店 東京メトロ線 葛西駅 東京都江戸川区中葛西６－１０－１３
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

クオール薬局　西葛西店 物販店 東京メトロ線 西葛西駅 東京都江戸川区西葛西６－１２－１

エンジェル薬局 物販店 東京都交通局 船堀駅 東京都江戸川区船堀３－５－７トキビル１階

エンジェル薬局　船堀２号店 物販店 東京都交通局 船堀駅 東京都江戸川区船堀３－５－７トキビル２階

江戸川区総合体育館 サービス店 東京都交通局 篠崎駅 東京都江戸川区松本１丁目３５ー１

富士そば　瑞江店 飲食店 東京都交通局 瑞江駅 東京都江戸川区瑞江２－３－２　フロンティアビル１Ｆ

マルカワ　小岩店 物販店 ＪＲ線 小岩駅 東京都江戸川区南小岩７－２３－１９清田ビル１

葛西臨海公園駐車場 駐車場 ＪＲ線 葛西臨海公園駅 東京都江戸川区臨海町６

日立製作所ヘルスケア東京事務所 券売機 ＪＲ線 小作駅 東京都青梅市今井３－７－１９

青梅三慶病院　職員入口　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 ＪＲ線 青梅駅 東京都青梅市大柳１４１２

タイムズ　青梅上町 駐車場 ＪＲ線 青梅駅 東京都青梅市上町３８１

清流ガーデン　澤乃井園 飲食店 ＪＲ線 沢井駅 東京都青梅市沢井２－７７０

株式会社タチエス　モノづくりセンター 飲料自販機 ＪＲ線 小作駅 東京都青梅市末広町１－３－１

株式会社タチエス 飲料自販機 ＪＲ線 小作駅 東京都青梅市末広町１－７－８トービシ青梅ビル

西東京バス青梅営業所（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 ＪＲ線 小作駅 東京都青梅市末広町１－３－３

京王コインパーク　東青梅 駐車場 ＪＲ線 東青梅駅 東京都青梅市東青梅１－９

京王コインパーク東青梅　（キリンビバレッジ） 飲料自販機 ＪＲ線 東青梅駅 東京都青梅市東青梅１－９

西東京バス氷川サービスステーション　八洋 飲料自販機 ＪＲ線 奥多摩駅 東京都青梅市氷川２１３

御岳登山鉄道　滝本駅ケーブル券売機 券売機 ＪＲ線 御嶽駅 東京都青梅市御岳２－４８３

御岳登山鉄道　滝本駅ケーブル窓口 物販店 ＪＲ線 御嶽駅 東京都青梅市御岳２－４８３

御岳登山鉄道　滝本駅売店　 物販店 ＪＲ線 御嶽駅 東京都青梅市御岳２－４８３

御岳登山鉄道　御岳山駅売店 物販店 ＪＲ線 御嶽駅 東京都青梅市御岳山１７

富士そば　大森店 飲食店 ＪＲ線 大森駅 東京都大田区大森北１丁目４−１桂昇大森駅前ビル

富士そば　京急蒲田店 飲食店 京急線 京急蒲田駅 東京都大田区蒲田４－６－６ＭＯＫＩビル１階

ＣＯＣＯＦＵＲＯ　ますの湯 サービス店 東急線 久が原駅 東京都大田区久が原２－１－２３

三井住友信託銀行大森支店駐車場 駐車場 ＪＲ線 大森駅 東京都大田区山王2－1－1

大洋印刷株式会社本社ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 東京モノレール 昭和島駅 東京都大田区昭和島１－６－３１

富士そば　蒲田店 飲食店 ＪＲ線 蒲田駅 東京都大田区西蒲田７－６６－６

ＪＡＬメンテナンスセンター　（ＦＶイーストジャパン） 飲料自販機 東京モノレール線 羽田空港ビル駅 東京都大田区羽田空港３－１　３Ｆ　1号機

パーラー凱旋門外 飲料自販機 京急線 大鳥居駅 東京都大田区東糀谷３－１２－８

TRCクラブ　アーコレード 飲食店 東京モノレール線 流通センター駅 東京都大田区平和島６－１－１物流ビルB棟１F

クオール薬局　葛飾高砂店 物販店 京成線 京成高砂駅 東京都葛飾区高砂３－２７－１３

富士そば　金町店 飲食店 ＪＲ線 金町駅 東京都葛飾区東金町１－２２－１１

葛飾区新小岩公園駐車場 駐車場 ＪＲ線 新小岩駅 東京都葛飾区西新小岩１－１－３

水元公園第二駐車場 駐車場 ＪＲ線 金町駅 東京都葛飾区東金町５－２１－１

水元公園第三駐車場 駐車場 ＪＲ線 金町駅 東京都葛飾区東金町８－８－８

水元公園第一駐車場 駐車場 ＪＲ線 金町駅 東京都葛飾区水元公園３－１

富士そば　赤羽店 飲食店 ＪＲ線 赤羽駅 東京都北区赤羽１－１６－１

そば・うどん元長　北赤羽店 飲食店 ＪＲ線 北赤羽駅 東京都北区浮間３－１－１２外

ごちそう亭 物販店 ＪＲ線 王子駅 東京都北区王子本町１－１６－７王子麻布ビル１Ｆ

中央工学校 物販店 ＪＲ線 王子駅 東京都北区王子本町１－２６－１７

富士そば　十条店 飲食店 ＪＲ線 十条駅 東京都北区上十条２－２４－９

富士そば　王子店 飲食店 ＪＲ線 王子駅 東京都北区岸町１－１－１１幸栄駅前ビル

富士そば　田端店 飲食店 ＪＲ線 田端駅 東京都北区田端１－２１－８ＮＳＫビル１Ｆ

富士そば　東十条店 飲食店 ＪＲ線 東十条駅 東京都北区東十条３－１７－６

大林組技術研究所（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 西武線 清瀬駅 東京都清瀬市下清戸４－６４０

富士そば　国立店 飲食店 ＪＲ線 国立駅 東京都国立市北１－６－１３
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

築地銀だこ　国立店 飲食店 ＪＲ線 国立駅 東京都 国立市 中1丁目16番地の32

マルイチパーク　国立南自転車駐車場 駐輪場 ＪＲ線 国立駅 東京都国立市中１－１６

富士そば　国立南口店 飲食店 ＪＲ線 国立駅 東京都国立市中１－９－５０

富士見台有料駐車場 駐車場 ＪＲ線 谷保駅 東京都国立市富士見台１－１２

有明テニスの森駅自転車駐車場（西口） 駐車場 ゆりかもめ線 有明テニスの森駅 東京都江東区有明１－７

有明テニスの森駅自転車駐車場（東口） 駐車場 ゆりかもめ線 有明テニスの森駅 東京都江東区有明１－８

有明スポーツセンター 券売機 ゆりかもめ お台場海浜公園駅 東京都江東区有明２－３－５

東京ビッグサイト　ブルボン 飲料自販機 ゆりかもめ線 国際展示場正門駅 東京都江東区有明３－１１－１東館７ホール

焼肉三千里　亀戸店 飲食店 ＪＲ線 亀戸駅 東京都江東区亀戸５－４－３

江東区スポーツ会館 サービス店 東京メトロ線 住吉駅 東京都江東区北砂１－２－９

木場公園第一駐車場 駐車場 東京メトロ線 木場駅 東京都江東区木場４－１－１

警視庁江東運転免許試験場１Ｆ　（タカンナ） 飲料自販機 東京メトロ線 南砂町駅 東京都江東区新砂１－７－２４

富士そば　東陽町店 飲食店 東京メトロ線 東陽町駅 東京都江東区東陽４－１－１９ＦｉｎｅｃｒｅｓｔＭＳ

第一生命保険　豊洲オフィス２Ｆ 飲料自販機 東京メトロ線 豊洲駅 東京都江東区豊洲３－１－４０

第一生命保険　豊洲オフィスＢ１Ｆ 飲料自販機 東京メトロ線 豊洲駅 東京都江東区豊洲３－１－４０

ナチュラルローソンクオール薬局　豊洲三丁目店 物販店 東京メトロ線 豊洲駅 東京都江東区豊洲３－５－２１

東砂スポーツセンター サービス店 東京都交通局 東大島駅 東京都江東区東砂４－２４－１

木場公園第二駐車場 駐車場 東京メトロ線 木場駅 東京都江東区平野４－６－１

夢の島公園第一駐車場 駐車場 ＪＲ線 新木場駅 東京都江東区夢の島３－２

夢の島公園第二駐車場 駐車場 ＪＲ線 新木場駅 東京都江東区夢の島３－２

小金井公園第二駐車場 駐車場 ＪＲ線 東小金井駅 東京都小金井市関野町２－８

中央大学附属中学校・高等学校 飲食店 ＪＲ線 武蔵小金井駅 東京都小金井市貫井北町３－２２－１ 高校内食堂

京王バス　小金井営業所食堂 飲食店 ＪＲ線 武蔵小金井駅 東京都小金井市本町５－３－３１ 営業所内食堂

京王バス小金井（株）　（ダイドー） 飲料自販機 ＪＲ線 武蔵小金井駅 東京都小金井市本町５－３－３１

京王バス小金井営業所　（サントリー） 飲料自販機 ＪＲ線 武蔵小金井駅 東京都小金井市本町５－３－３１

京王バス小金井営業所① 飲料自販機 ＪＲ線 武蔵小金井駅 東京都小金井市本町５－３－３１

京王バス小金井営業所② 飲料自販機 ＪＲ線 武蔵小金井駅 東京都小金井市本町５－３－３１

株式会社東京工学院テクノラボ 飲食店 ＪＲ線 武蔵小金井駅 東京都小金井市前原町５－１－２９0

武蔵国分寺公園駐車場 駐車場 ＪＲ線 西国分寺駅 東京都国分寺市西元町１－７

（株）日立製作所　中央研究所　（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 国分寺駅 東京都国分寺市東恋ヶ窪１－２８０

富士そば　国分寺店 飲食店 ＪＲ線 国分寺駅 東京都国分寺市本町２－１０－５プラザ国分寺１F

ウエストパーキング小川町２丁目第２ 駐車場 西武線 青梅街道駅 東京都小平市小川町２－１８６１

ウエストパーキング小平市学園東町１丁目 駐車場 西武線 一橋学園駅 東京都小平市学園東町１－４－８隣

パーキングイースト一橋学園駅前 駐車場 西武線 一橋学園駅 東京都小平市学園東町１－３－２

光洋電子工業（株）　本社工場　自販機コーナーＢ 飲料自販機 西武線 小平駅 東京都小平市天神町１－１７１

光洋電子工業株式会社　本社工場　休憩室Ａ 飲料自販機 西武線 小平駅 東京都小平市天神町１－１７１

光洋電子工業株式会社　本社工場　自販機コーナーＡ 飲料自販機 西武線 小平駅 東京都小平市天神町１－１７１

富士そば　小平店 飲食店 西武線 小平駅 東京都小平市美園町１－６－１グリーンプラザ１F

ふれあい薬局（薬局共創未来） 物販店 京王線 国領駅 東京都狛江市和泉本町４－１０－８

小日向銘板（ジャパンビバレッジ) 飲料自販機 小田急線 狛江駅 東京都狛江市和泉本町１－７－３

ＣＵＴ　ｉｎ　ＢＡＢＡ サービス店 小田急線 喜多見駅 東京都狛江市岩戸北２－３－１

うまいまめ屋　ほうさく 飲食店 京王線 国領駅 東京都狛江市中和泉５－３３－２９

富士そば　大井町店 飲食店 ＪＲ線 大井町駅 東京都品川区大井１－５０－１３

立正大学６号館　食堂 券売機 ＪＲ線 大崎駅 東京都品川区大崎４－２－１６

ナチュラルローソンクオール薬局　シティコート目黒店 物販店 ＪＲ線 目黒駅 東京都品川区上大崎２－１０－３３

富士そば　武蔵小山店 飲食店 東急線 武蔵小山駅 東京都品川区小山３－２５－４



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

富士そば　西小山店 飲食店 東急線 西小山駅 東京都品川区小山６－２－１

吉そば　五反田店 飲食店 ＪＲ線 五反田駅 東京都品川区西五反田１－１１－８大成ビル１F

ＴＯＣ　１階駐車場　（ダイドー） 飲料自販機 東急線 大崎広小路駅 東京都品川区西五反田７－２２－１７

中国料理桐島家 飲食店 東急線 大崎広小路駅 東京都品川区西五反田７－６－２

Ｃａｆｅ　Lotty 飲食店 京急線 立会川駅 東京都品川区東大井２－２３－２

富士そば　大井町駅前店 飲食店 ＪＲ線 大井町駅 東京都品川区東大井５－３－１０

富士そば　五反田店 飲食店 ＪＲ線 五反田駅 東京都品川区東五反田５－２７－６第一五反田ビル

キヤノンＩＴ② 飲料自販機 りんかい線 天王洲アイル駅 東京都品川区東品川２－４－１１　１１階

キヤノンＩＴ① 飲料自販機 りんかい線 天王洲アイル駅 東京都品川区東品川２－４－１１　７階

八洋（３６０３６２） 飲料自販機 東急線 中延駅 東京都品川区東中延２－１０－９

タイムズ　南大井第２８ 駐車場 ＪＲ線 大森駅 東京都品川区南大井６－１２－１２

首都高速道路　新大井東ＰＡ　休憩所 飲料自販機 東京モノレール 大井競馬場前駅 東京都品川区八潮３－２ 大井東ＰＡ

渋谷区役所　住民戸籍課 サービス店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区宇田川町１－１

ａｄｉｄａｓ　ＢＣＳ　渋谷 物販店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区宇田川町２３－５

猫カフェ　モカ　渋谷店 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区宇田川町３２－１２アソルティ渋谷８Ｆ

富士そば　渋谷下田ビル店 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区宇田川町３５－６下田ビル

株式会社フィナンシャルエージェンシー 飲料自販機 ＪＲ線 恵比寿駅 東京都渋谷区恵比寿１－１９－１９恵比寿ビジネスタワー６F サントリーKD

富士そば　恵比寿店 飲食店 ＪＲ線 恵比寿駅 東京都渋谷区恵比寿１－５－２第２こうげつビル

富士そば　恵比寿駅前店 飲食店 ＪＲ線 恵比寿駅 東京都渋谷区恵比寿１－８－１８Ｋ－１ビル

富士そば　代官山店 飲食店 東急線 代官山駅 東京都渋谷区恵比寿南１－２－９岡田ビル

株式会社ＮＨＫメディアテクノロジー 飲料自販機 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区神山町４－１４第３共同ビル６Ｆ

富士そば　渋谷桜丘店 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区桜丘町２５－１７加藤ビル１０１号

株式会社アイモバイル　（ダイドー） 飲料自販機 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区桜丘町９－８ＫＮ渋谷３

クロシード笹塚店 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１丁目４８－１４笹塚ショッピングモールＴＷＥＮＴＹＯＮＥ

京王ストア笹塚下りＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１ー５６ー７

サンドラッグ　笹塚南口店 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－２２－３

ＢＥＶＹ　笹塚店 サービス店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－２８－７カーサマグノソアＡ棟

ドトールコーヒー　笹塚南口店 飲食店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－２９－１０

牛角　笹塚店 飲食店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－３０－１１中村ビルＢ１Ｆ

タイムズ　笹塚第６ 駐車場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－３３－３

メルクマール京王笹塚駐輪場 駐輪場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４７－１

京王フレンテ笹塚ショッピングセンター　【各店舗】 商業施設 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４７－１ ※電子マネーが利用できない店舗を除く

京王重機整備株式会社　（ＭＰソリューション） 飲料自販機 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４７－１

京王重機整備株式会社　サントリー 飲料自販機 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４７－１

フレンテ笹塚　３Ｆ休憩所缶（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４７－１フレンテ笹塚 ３Ｆ休憩所

京王フレンテ笹塚　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４７－１フレンテ笹塚

笹塚ショッピングモール２１　駐輪場Ａ 駐輪場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４

笹塚ショッピングモール２１　駐輪場Ｂ 駐輪場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４

笹塚ショッピングモール２１　駐輪場Ｂ２ 駐輪場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４

笹塚ショッピングモール駐車場 事前精算機　１ 駐車場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４

笹塚ショッピングモール駐車場 事前精算機　２ 駐車場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４

笹塚ショッピングモール駐車場 出口精算機　右用 駐車場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４

笹塚ショッピングモール駐車場 出口精算機　左用 駐車場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４

パレットプラザ　笹塚店 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４0

ハニーズ　笹塚２１店 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４笹塚ショッピングモールＴＷＥＮＴＹＯＮＥ

大戸屋ごはん処　笹塚駅前店 飲食店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４笹塚ショッピングモールＴＷＥＮＴＹＯＮＥ
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考
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ロッテリア　京王笹塚店 飲食店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５５－１６京王クラウン街イーストブロック

カレーショップＣ＆Ｃ　笹塚店 飲食店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５６－１８京王クラウン街

コクミン　笹塚駅店 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５６－１８京王クラウン街

フラワーショップ京王　笹塚店　 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５６－１８京王クラウン街

富士そば　笹塚店 飲食店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５６－１ＮＨ駅前ビル

Ａ　ＬｏＴ　笹塚南口 駅売店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５６－７ 改札口

笹塚駅　証明写真機（日本オート･フォート） 証明写真機 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５６－７

笹塚駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５６－７ 改札内

笹塚高架下自動二輪車等駐車場 駐輪場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５８－１６

ＥＳ２１笹塚１丁目駐輪場 駐輪場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５８－５

パシル・プティ サービス店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５８－６

マルシンスパ サービス店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５８－６

ソフトコンビニエンスＢＡＫＵ 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５８－８笹塚西谷ビル１Ｆ

ＣｏＣｏ壱番屋　渋谷区笹塚店 飲食店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１－５９－１０ＡＣＴ　ＳＯＨ

とんかつ新宿さぼてん　フレンテ笹塚店 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１丁目４７－１ フレンテ笹塚１F

コンタクトのアイシティ　フレンテ笹塚店 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１丁目４７－１メルクマール京王笹塚

クロシード笹塚店 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１丁目４８－１４笹塚ショッピングモールＴＷＥＮＴＹＯＮＥ

ｂｂ．ｑ　ＯＬＩＶＥＣＨＩＣＫＥＮ　ｃａｆｅ 飲食店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚１丁目５６－１８ 京王クラウン街

陣内耳鼻咽喉科クリニック サービス店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚２－１０－４

ＨＡＩＲ　ＳＷＩＴＣＨ　ｏｆ　ｇ サービス店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚２－１１－６アーバンイマイ２Ｆ

タイムズ　笹塚駅前 駐車場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚２－１２

はんこ屋さん２１　笹塚店 サービス店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚２－１４－３

株式会社京王電業社 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚２－１４－６

でんきのあきもと 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚２－４２－１７

株式会社南山園 物販店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚２－４４－４

ＢＡＫＥＲＹ　ＳＡＳＡ 飲食店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚２－７－１０

タイムズ　笹塚３丁目第４ 駐車場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚３－５

タイムズ　笹塚３丁目第３ 駐車場 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区笹塚３－５０

ナチュラルローソンクオール薬局　渋谷一丁目店 物販店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区渋谷１－１１－１COI西青山ビル１階

富士そば　明治通り店 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区渋谷１－１４－１５森ビル１Ｆ

Ｃａｒ　Ｐａｒｋｉｇ　ｃｏｃｏｔ 駐車場 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区渋谷１－２３－１６ｃｏｃｏｔｉ

クオール薬局　宮益坂店 物販店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区渋谷１－７－５青山セブンハイツ１０２

日本トータルマーケティング株式会社　渋谷センター 飲料自販機 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区渋谷３－１２－１８渋谷南東急ビル

富士そば　渋谷東口店 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区渋谷３－１８－５

ブルースクレイ・ジャパン株式会社　（ダイドー） 飲料自販機 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区渋谷３－１９－１オミビル８Ｆ

青山学院大学　１７号館２階 証明書発行機 東京メトロ線 表参道駅 東京都渋谷区渋谷４－４－２５

猫カフェモカラウンジ　原宿店 飲食店 ＪＲ線 原宿駅 東京都渋谷区神宮前１－１４－２５クロスアベニュー

ＢＡＳＳＡＮＯＶＡ 飲食店 ＪＲ線 原宿駅 東京都渋谷区神宮前１－１５－４バルビゾン７６　１階Ａ号室

吉そば　原宿店 飲食店 ＪＲ線 原宿駅 東京都渋谷区神宮前１－１７－５

原宿D'or 飲食店 ＪＲ線 原宿駅 東京都渋谷区神宮前１－１７－５ 原宿シュロス城西ビル１Ｆ

原宿竹下通りコインロッカー① サービス店 ＪＲ線 原宿駅 東京都渋谷区神宮前１－１９－８

原宿竹下通りコインロッカー② サービス店 ＪＲ線 原宿駅 東京都渋谷区神宮前１－１９－８ 

猫カフェモカラウンジ　原宿竹下通り店 飲食店 ＪＲ線 原宿駅 東京都渋谷区神宮前１－１９－９プライム原宿２Ｆ

ワイ・エム・スクウェア原宿４　（ダイドー） 飲料自販機 東京メトロ線 明治神宮前駅 東京都渋谷区神宮前４－３１－１０

クオール薬局　神宮前店 物販店 東京メトロ線 明治神宮前駅 東京都渋谷区神宮前６－８－６　ＯＳＤビル１階

アネモネ サービス店 井の頭線 神泉駅 東京都渋谷区神泉町１２－７－１Ｆ



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

神泉駅　証明写真機（日本オート･フォート） 証明写真機 井の頭線 神泉駅 東京都渋谷区神泉町5

第一商品株式会社　本社②　（ダイドー） 飲料自販機 井の頭線 神泉駅 東京都渋谷区神泉町９－１

猫カフェ　モカ　渋谷公園通り店 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区神南１－１６－３ブルヴァールビル５階

珈琲館　仙川店 飲食店 ＪＲ線 代々木駅 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１５－２

セコムアルファ株式会社　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１７－１４

フロントプレイス南新宿２Ｆ　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３３－１フロントプレイス南新宿２Ｆ

フロントプレイス南新宿７Ｆ　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３３－１フロントプレイス南新宿７Ｆ

渋谷駅ホーム（コカ・コーラ） 飲料自販機 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１

ＥＳ２１　渋谷道玄坂自転車駐車場（A) 駐輪場 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２

ＥＳ２１　渋谷道玄坂自転車駐車場（BCD) 駐輪場 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２

スープストックトーキョー　渋谷マークシティー店 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１

ミスターミニット渋谷駅中央口南 サービス店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１

海鮮三崎港　京王渋谷 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１

渋谷マークシティ　２２階 飲料自販機 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１

渋谷マークシティ　２３階 飲料自販機 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１

渋谷マークシティ　コインロッカー　１Ｆ通路 コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１

渋谷マークシティ　コインロッカー　４Ｆ通路 コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１

渋谷マークシティ　コインロッカー　M－１ コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１ トイレ前

渋谷マークシティ　コインロッカー　M－２ コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１ 4階エスカ脇

渋谷マークシティ　コインロッカー　M－３ コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１ 5階待合室横

渋谷マークシティ　従業員用ＷＥＳＴ 飲料自販機 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１

渋谷マークシティウエスト１０Ｆ　（コカ･コーラ） 飲料自販機 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１ 渋谷マークシティウエスト自販機コーナー

渋谷マークシティウエスト１３Ｆ　（コカ･コーラ） 飲料自販機 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１ 渋谷マークシティウエスト自販機コーナー

渋谷マークシティ駐車場 駐車場 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１

カレーショップＣ＆Ｃ　渋谷店 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－１４－１９

Ｋ－Ｓｈｏｐ　渋谷ホーム店 コンビニ 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－４－１

Ｋ－Ｓｈｏｐ　渋谷店 コンビニ 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－４－１ 改札外

渋谷駅　コインロッカー　Ｃ－２階段踊り場 コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－４－１

渋谷マークシティ　コインロッカー　M－６ コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－４－１

渋谷マークシティ　コインロッカー　M－７ コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－４－１

渋谷駅　コインロッカー　新A（コンコースJR側） コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－４－１ 中央口コンコース

渋谷駅　コインロッカー　新B（コンコース京王側） コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－４－１ 中央口コンコース

渋谷駅　コインロッカー　新C コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－４－１ 階段踊り場

渋谷駅　コインロッカー　新Ｄ コインロッカー 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－４－１ 西口改札内

啓文堂書店　渋谷店　 物販店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－４－１９

富士そば　道玄坂店 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂１－５－３森下渋谷第２ビル１Ｆ

餃子の王将　道玄坂店 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区道玄坂２－１０－３

富士そば　代々木八幡店 飲食店 小田急線 代々木八幡駅 東京都渋谷区富ヶ谷１-５３-３

ＭＡＸクリーニング　富ヶ谷店 サービス店 東京メトロ線 代々木公園駅 東京都渋谷区富ヶ谷２－２２－９

長沼スクール　（ダイドー） 飲料自販機 井の頭線 神泉駅 東京都渋谷区南平台町１６－２６ １号館ロビー

升本酒店 物販店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区西原２－２７－４

聚満園 飲食店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区西原２－３１－７

エコステーション２１　渋谷区幡ヶ谷高架下第一 駐輪場 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷１－１３先

幡ヶ谷駅　コインロッカー　Ａ コインロッカー 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷１－２－１

エコステーション２１　幡ヶ谷南第2自転車駐車場 駐輪場 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷１－２－２

京王幡ヶ谷ビル７階　（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷１－２－２
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

京王幡ヶ谷ビル１階　（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷１－２－２京王幡ヶ谷ビル １Ｆ共有部

ＥＳ２１　幡ヶ谷ゴールデンマンション駐輪場 駐輪場 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３－１

ルパ　幡ヶ谷店　　※改装休業中 物販店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３３－１６

ドトールコーヒー　幡ヶ谷店 飲食店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３４－１４

ＴＳＵＴＡＹＡ　幡ヶ谷店 物販店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－１２－１幡ヶ谷中央第二ビル

成城石井　幡ヶ谷店 物販店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－１６－１三和ビル１階

タイムズ　アルム幡ヶ谷 駐車場 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－２０

ニューナマステインディア 飲食店 京王線 笹塚駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－３１－２

株式会社三工社　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－３７－６ １F外

でんきのパラックス 物販店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－３－８

花田屋酒店 物販店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－５－１

モスバーガー　幡ヶ谷店 飲食店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－５２-３

しみず 物販店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－６－１１

渋谷の傘屋　仲屋商店 物販店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－７－９

ぽえむ　幡ヶ谷店 飲食店 京王線 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷２－８－１０

クオール薬局　初台店 物販店 京王線 初台駅 東京都渋谷区初台１－３７－２初台ハイツ１階

餃子の王将　初台店 飲食店 京王線 初台駅 東京都渋谷区初台１－３７－５

ドトールコーヒー　初台南口店 飲食店 京王線 初台駅 東京都渋谷区初台１－５３－１京王初台駅ビル１Ｆ

初台駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 初台駅 東京都渋谷区初台１－５３－７ 東口改札内

初台駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 初台駅 東京都渋谷区初台１－５３－７ 東口オペラシティ出入口前

ロッカー京王線　初台駅　Ｂ コインロッカー 京王線 初台駅 東京都渋谷区初台１－５３－７

ロッカー京王線　初台駅　Ｃ コインロッカー 京王線 初台駅 東京都渋谷区初台１－５３－７

京王百貨店　初台ビル５Ｆ（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 初台駅 東京都渋谷区初台１－５３－７

京王百貨店　初台ビル６Ｆ 飲料自販機 京王線 初台駅 東京都渋谷区初台１－５３－７

京王百貨店　初台ビル６Ｆ　ジャパンビバレッジ 飲料自販機 京王線 初台駅 東京都渋谷区初台１－５３－７

初台駅南側中央口　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王新線 初台駅 東京都渋谷区初台１－５３－７

築地銀だこ　初台店 飲食店 京王新線 初台駅 東京都渋谷区初台１丁目３７－１大和ビル１Ｆ

冷麺ダイニング　つるしこ 飲食店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区東１－２７－６ＹＭビル１Ｆ

サウナ改良湯 サービス店 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区東２－１９－９

ＰＩＰＥ　（ダイドー） 飲料自販機 東京メトロ線 広尾駅 東京都渋谷区広尾５－１９－１

ドトールコーヒー　初台北口店 飲食店 京王線 初台駅 東京都渋谷区本町１－２－３

牛角　初台店 飲食店 京王線 初台駅 東京都渋谷区本町１－２－３松海ビル２Ｆ

ＣｏＣｏ壱番屋　渋谷区初台店 飲食店 京王線 初台駅 東京都渋谷区本町１－３－７松井ビル１階

珈琲館　初台オペラ通り店 飲食店 京王線 初台駅 東京都渋谷区本町１－４－１１ルミエールヴァン１Ｆ

タイムズ　渋谷本町第１９ 駐車場 京王線 初台駅 東京都渋谷区本町１－５１

ＭＡＸクリーニング　渋谷本町店 サービス店 京王線 初台駅 東京都渋谷区本町１－６０－３味の花ビル１階

タイムズ　渋谷本町第２１ 駐車場 京王線 初台駅 東京都渋谷区本町１－９

タイムズ　渋谷本町第２３ 駐車場 京王線 初台駅 東京都渋谷区本町２－２８

タイムズ　渋谷本町第２０ 駐車場 井の頭線 渋谷駅 東京都渋谷区本町２－９

富士そば　代々木店 飲食店 ＪＲ線 代々木駅 東京都渋谷区代々木１－３２－１２ＨＯＵＷＡビル

吉そば　代々木駅前店 飲食店 ＪＲ線 代々木駅 東京都渋谷区代々木１－３３－４

磯丸水産　初台南口店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都渋谷区代々木２－８－５新宿南口ビル １F～２F

文化学園１２階　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都渋谷区代々木３－２２－１

ヴィ・ド・フランス　西新宿店 物販店 京王線 新宿駅 東京都渋谷区代々木３－２２－７

カフェ　デ　ガロ 飲食店 京王線 新宿駅 東京都渋谷区代々木３－２２－７新宿文化クイントビル

新宿クイントビル１０F　（コカ･コーラ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都渋谷区代々木３－２２－７新宿文化クイントビル
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※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

新宿クイントビル９F　（コカ･コーラ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都渋谷区代々木３－２２－７新宿文化クイントビル

代々木公園駐車場 駐車場 ＪＲ線 原宿駅 東京都渋谷区代々木神園町２－１

マンボー新宿南口店 サービス店 ＪＲ線 新宿駅 東京都渋谷区代々木２丁目１０－１３サンセイビル３Ｆ

【Ｓ】サントリー北海道（サントリービバレッジ） 飲料自販機 東京都交通局 曙橋駅 東京都新宿区荒木町１３－４住友不動産四谷ビル５Ｆ

株式会社三交社 飲料自販機 ＪＲ線 市ヶ谷駅 東京都新宿区市谷砂土原町３－４生泉市ヶ谷ビル２Ｆ

富士そば　市ヶ谷店 飲食店 ＪＲ線 市ヶ谷駅 東京都新宿区市谷八幡町１

中央大学　市ヶ谷キャンパス　法科大学院事務課 飲料自販機 東京都交通局 曙橋駅 東京都新宿区市谷本村町４２－８

中央大学　市ヶ谷田町キャンパス　国際情報学部事務室 飲料自販機 ＪＲ線 市ヶ谷駅 東京都新宿区市谷田町１－１８

株式会社Ｃ－ｍｉｎｄ　（ダイドー） 飲料自販機 ＪＲ線 新大久保駅 東京都新宿区大久保２－５－２３

早稲田大学　理工学部　６３号館（ＭＰＳ） 飲料自販機 東京メトロ線 西早稲田駅 東京都新宿区大久保３－４－１

ＭＳ＆ＡＤシステムズ株式会社 飲料自販機 ＪＲ線 高田馬場駅 東京都新宿区大久保３－８－２住友不動産新宿ガーデンタワー

富士そば　神楽坂店 飲食店 東京メトロ線 神楽坂駅 東京都新宿区神楽坂１－９－１０

富士そば　西武新宿店 飲食店 西武線 西武新宿駅 東京都新宿区歌舞伎町２－４６－８新宿日章ビル

新宿鍼灸柔整専門学校１Ｆ休憩室　（ブルボン） 飲料自販機 東京メトロ線 四谷三丁目駅 東京都新宿区左門町５

四谷警察署５階（タカンナ） 飲料自販機 東京メトロ線 四谷三丁目駅 東京都新宿区左門町６番地５

元祖油うどん　手練れ新宿御苑店 飲食店 東京メトロ線 新宿御苑駅 東京都新宿区新宿１－４－１２シティ御苑ビルＡ館１Ｆ

ミニッツパーク新宿１丁目 駐車場 東京メトロ線 新宿御苑前駅 東京都新宿区新宿１－２６－１２

新宿御苑駅前自転車・バイク駐車場 駐輪場 東京メトロ線 新宿御苑前駅 東京都新宿区新宿２－１－４

京王新宿追分ビル　８Ｆ　（ＦＶイーストジャパン） 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－１３

京王新宿追分ビル　９Ｆ　（FVイーストジャパン） 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－１３

京王新宿追分ビル　アサヒ飲料 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－１３

新宿追分ビル４Ｆ共有部　コカ・コーラ 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－１３

新宿追分ビル５Ｆ共有部　コカ・コーラ 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－１３

新宿追分ビル６Ｆ共有部　コカ・コーラ 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－１３

新宿追分ビル７Ｆ共有部　コカ・コーラ 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－１３

ロッカー京王新宿追分第二ビル コインロッカー東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－１６

京王新宿三丁目ビル６Ｆ　キリンビバレッジ 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－２４

京王新宿三丁目ビル４Ｆ　ジャパンビバレッジ 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－２４

京王新宿三丁目ビル７Ｆ　ジャパンビバレッジ 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－２４

京王新宿三丁目ビル８Ｆ　ジャパンビバレッジ 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－２４

京王新宿三丁目ビル３Ｆ　（サントリービバレッジ） 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－２４

京王新宿三丁目ビル５Ｆ　（サントリービバレッジ） 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－２４

京王新宿三丁目ビル９Ｆ　（サントリービバレッジ） 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－１－２４

富士そば　新宿店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区新宿３－１４－２５パークシティ３

水山　新宿店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区新宿３－１７－７紀伊国屋ビルＢ１

クオール薬局　ビックカメラ新宿東口店 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区新宿３－２９－１ビックカメラ新宿東口店 Ｂ１階

京王新宿追分第二ビルＮＯ１（伊藤園） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区新宿３ー１－１６

京王新宿追分第二ビルＮＯ２（伊藤園） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区新宿３ー１－１６

猫カフェモカラウンジ　新宿店 飲食店 東京メトロ線 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－３１－５新宿ペガサス館６Ｆ
ウエンディーズファーストキッチン　京王フレンテ新宿三丁目店 飲食店 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－４－８

京王フレンテ新宿三丁目　アサヒ飲料 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－４－８

京王フレンテ新宿三丁目　（レイカ） 飲料自販機 東京都交通局 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿３－４－８　Ｂ２Ｆ 地下鉄連絡通路前

富士そば　三光町店 飲食店 東京メトロ線 新宿三丁目駅 東京都新宿区新宿５－１６－５

富士そば　高田馬場駅前店 飲食店 ＪＲ線 高田馬場駅 東京都新宿区高田馬場３－２－１

海の彩り　丼丸　高田馬場店 物販店 ＪＲ線 高田馬場駅 東京都新宿区高田馬場３－２２－２

京王コインパーク　神楽坂 駐車場 東京都交通局 牛込神楽坂駅 東京都新宿区箪笥町１１－１
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サンジェルマン　神楽坂店 物販店 東京都交通局 牛込神楽坂駅 東京都新宿区箪笥町１１－１ キッチンコート神楽坂店１階

有限責任あずさ監査法人 飲料自販機 東京メトロ線 飯田橋駅 東京都新宿区津久戸町１‐２あずさセンタービル ４Ｆ・６Ｆ・８Ｆ・１０Ｆ・１２Ｆ・１３Ｆ・１４Ｆ

国立感染症研究所　戸山庁舎 飲料自販機 東京メトロ線 東新宿駅 東京都新宿区戸山１－２３－１ １Ｆ自販機コーナー

カフェ　はなのき 飲食店 東京メトロ線 新宿御苑前 東京都新宿区内藤町１１新宿御苑

楽羽亭 飲食店 東京メトロ線 新宿御苑前 東京都新宿区内藤町１１新宿御苑

おむすび権米衛　京王新宿店 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 京王新宿駅京王百貨店口前

京王地下駐車場入口　（アサヒ飲料） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿

京王モール従業員休憩所　（サントリー） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

ＲＩＮＧＯ　 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

ＵＤＯＮつるこし　 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

ＷＡオリエンタルトラフィック　 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

アシックスウォーキング　 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

カフェルノアール　 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

グリーンパークス　サラ　 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

こめらく　 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

ジュエリーツツミ　 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

すし　三崎丸　 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

つけめんTETSU　 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

フェアレディ　 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

ロぺピクニック　 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

亜麻亜亭　 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

京王モール　（サントリー） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

謝朋殿　粥晩庁　 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１　南口地下街１号 京王モール

ナチュラルローソンクオール薬局　新宿駅西店 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１３－１２

Ａ　ＬｏＴ　新宿第１ 駅売店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 西口改札外

ｈａｐｐｙｌｅｍｏｎ　京王新宿店 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

Ｋ－Ｓｈｏｐ　新宿ホーム コンビニ 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 新宿ホーム

Ｋ－Ｓｈｏｐ　新宿店 コンビニ 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 西口改札内

カレーショップＣ＆Ｃ　新宿店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

京王百貨店　新宿店　【各売場】 商業施設 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ ※電子マネーが利用できない売場を除く

フラワーショップ京王　新宿西口店　 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

フラワーショップ京王　新宿地下店　 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

京王地下駐車場（事前１） 駐車場 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

京王地下駐車場（事前２） 駐車場 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

京王地下駐車場（出口１） 駐車場 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

京王地下駐車場（出口２） 駐車場 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

京王百貨店新宿店①　（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 京王百貨店　５Ｆ

京王百貨店新宿店②　（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 京王百貨店　６Ｆ

京王百貨店新宿店　（MPソリューション） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 京王百貨店　３Ｆ従業員休憩室

京王百貨店新宿店８Ｆ①　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 京王百貨店　８Ｆ

京王百貨店新宿店８Ｆ②　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 京王百貨店　８Ｆ

京王百貨店新宿店９Ｆ　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 京王百貨店　９Ｆ

新宿駅　コインロッカー　Ｂ－１ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

新宿駅　コインロッカー　Ｃ－２ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 西口階段中地下（百貨店エレベータ側面）

新宿駅　コインロッカー　Ｅ５（Ｇ－３） コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

新宿駅　コインロッカー　Ｅ６（Ｇ－２） コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

新宿駅　コインロッカー　Ｅー４ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 京王新線口　Ｅ－３となり

新宿駅　コインロッカー　Ｉ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ Ｂ・Ｃ階段下

新宿駅　コインロッカー　Ｊ　京王モール内Ｇ階段下 コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 京王モール内Ｇ階段下

新宿駅　コインロッカー　新Ａ－2 コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 安田口通路

新宿駅　コインロッカー　新Ｄ－２ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 百貨店食料品売場横

新宿駅　コインロッカー　新Ａ-1 コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 安田口通路

新宿駅　コインロッカー　新Ａ－３ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 安田口通路

新宿駅　コインロッカー　新B－2 コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 西口Ｃ＆Ｃ裏

新宿駅　コインロッカー　新C－1（出口側） コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 百貨店エレベータ側面

新宿駅　コインロッカー　新Ｄ-1 コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 百貨店食料品売場横

新宿駅　コインロッカー　新Ｅ－２ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ ルミネ扉前

新宿駅　コインロッカー　新Ｆ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 新線出口３脇

新宿駅　コインロッカー　新Ｈ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４ 新線出口６脇

新宿駅　証明写真機（日本オート･フォート） 証明写真機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－４

ミヤコ新宿ビル　（サントリー） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１－６

Ａ　ＬｏＴ　新線新宿第１ 駅売店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１８ 京王新線都庁口改札外

カレーショップＣ＆Ｃ　新線新宿店 飲食店 京王新線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１８ 新線新宿駅コンコース

新線新宿駅　コインロッカー　新Ｅ－３ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１８ 新線新宿駅

新線新宿駅　サントリー（大蔵屋） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１８ 新線新宿駅

京王駐車場㈱京王モールＧ階段下①（伊藤園） 飲料自販機 京王新線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１８ 京王モール街

京王駐車場㈱京王モールＧ階段下②（伊藤園） 飲料自販機 京王新線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１８ 京王モール街

新線新宿駅　アサヒ飲料 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１８ 京王　新線新宿駅

新線新宿駅　コインロッカー　新Ｅ－１ コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１８ カレーショップ前

新線新宿駅　コインロッカー　新G コインロッカー 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１８ 出口４通路

ＱＢハウス　 サービス店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１９ 京王モールアネックス

アトリエはるか　 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１９ 京王モールアネックス

ザ・ダイソー　 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１９ 京王モールアネックス

スパ　クイーンズウェイ　 サービス店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１９ 京王モールアネックス

ドトールコーヒーショップ　新宿京王モールアネックス店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１９ 京王モールアネックス

新宿アラジン１　（サントリービバレッジ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１９－１

富士そば　新宿都庁店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１９－１２

渋谷アーチェリー 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－１９－８新東京ビル４Ｆ

かどやホテル サービス店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１－２３－１

工学院大学　新宿キャンパス１ 証明書発行機 東京都交通局 都庁前駅 東京都新宿区西新宿１－２４－２

工学院大学　新宿キャンパス２ 証明書発行機 東京都交通局 都庁前駅 東京都新宿区西新宿１－２４－２

大成建設　本社食堂 飲食店 東京都交通局 都庁前駅 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 社員食堂

ハートダンス 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１丁目 南口地下街１号

吉野家　京王モール店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１丁目 南口地下街１号

どうとんぼり神座　京王モール店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１丁目南口地下街１号 京王モール内

リモーネプラス 物販店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１丁目南口地下街１号 京王モール

中部地方インフォメーションプラザｉｎ京王新宿 物販店 京王新線 新宿駅 東京都新宿区西新宿１丁目南口地下街１号 京王モール

（株）ベネッセコーポレーション 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－１－１新宿三井ビル １２F打ち合わせコーナー

ジャパネット銀行４０F　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－１－１新宿三井ビル

ジャパネット銀行４２F　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－１－１新宿三井ビル

京王プラザホテル　（ＦＶイーストジャパン） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１ 地下１階通路

京王プラザホテル　（キリンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１ ９階
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※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

京王プラザホテル　（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１ 地下１階

京王プラザホテル　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１ 地下１階

京王プラザホテル　（八洋①） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　（八洋②） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１ 本館１階

京王プラザホテル　（江崎グリコ） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１ 本館９階

京王プラザホテル　７Ｆ 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　かがり　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　カクテル＆ティーラウンジ　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　グラスコート　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　スカイプール ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　スカイラウンジオーロラ　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　デュエット　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　デュオフルシェット　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　ブリアン　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　フロント　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　ポピンズ　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　五穀亭　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　樹林　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　蒼樹庵　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル　南園　 ホテル 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－２－１

ＫＤＤＩ新宿ビル１５階（ダイドードリンコ） 飲料自販機 京王新線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－３－２KDDIビル１５Ｆ

京王エージェンシーＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿２－４－１

東京都庁　宅地建物取引業者名簿等閲覧所 券売機 東京都交通局 都庁前駅 東京都新宿区西新宿２－８－１ 東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課

エコステーション２１　東京オペラシティビル駐輪場 駐輪場 京王線 初台駅 東京都新宿区西新宿３－２０－２

カフェジュニア　東京オペラシティ店 飲食店 京王線 初台駅 東京都新宿区西新宿３－２０－２

くまざわ書店　東京オペラシティ店 物販店 京王線 初台駅 東京都新宿区西新宿３－２０－２

タイムズ　新国立劇場東京オペラシティビル 駐車場 京王線 初台駅 東京都新宿区西新宿３－２０－２ オペラ出口１

成城石井　オペラシティ店 物販店 京王線 初台駅 東京都新宿区西新宿３－２０－２

ロッテリア　東京オペラシティ店 飲食店 京王線 初台駅 東京都新宿区西新宿３－２０－２東京オペラシティ B1F

ル・パン・コティディアン　東京オペラシティ店 飲食店 京王線 初台駅 東京都新宿区西新宿３－２０－２東京オペラシティ１Ｆ

パレットプラザ　東京オペラシティ店 サービス店 京王線 初台駅 東京都新宿区西新宿３－２０－２東京オペラシティ２Ｆ

カフェ　ラフィーネ 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿３－２－９新宿ワシントンホテルＢ１Ｆ

やぶ新宿パークタワー店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿３－７－１

ＣＡＲＮＥ　ＲＩＣＯ　ＫＡＴＥＴＥ　新宿店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿３－７－１新宿パークタワー Ｂ１Ｆ

タイムズ　西新宿４丁目第２ 駐車場 京王線 初台駅 東京都新宿区西新宿４－４１－３

カレーショップＣ＆Ｃ　西新宿オークシティ店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿６－１０－２

セコム保険サービス株式会社　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿６－５－１

京都勝牛　新宿小滝橋通り 飲食店 東京都交通局 新宿西口駅 東京都新宿区西新宿７－１０－１９西新宿ビル１

富士そば　小滝橋店 飲食店 東京都交通局 新宿西口駅 東京都新宿区西新宿７－１０－２０ワセダＳＴビル

ナチュラルローソンクオール薬局　西新宿七丁目店 物販店 東京メトロ線 西新宿駅 東京都新宿区西新宿７－２０－３

Ｍマート　西新宿店 物販店 西武線 西武新宿駅 東京都新宿区西新宿７－５－２３西新宿木村屋ビル１階

たまの里　新宿南口店 飲食店 京王線 新宿駅 東京都新宿区西新宿一丁目１番６新宿ミヤコビル地下１階

富士そば　大久保店 飲食店 ＪＲ線 大久保駅 東京都新宿区百人町２－２３－１

吉そば　四谷店 飲食店 ＪＲ線 四谷駅 東京都新宿区四谷２－９

富士そば　阿佐ヶ谷店 飲食店 ＪＲ線 阿佐ヶ谷駅 東京都杉並区阿佐ヶ谷南３－３７－１２第一北原ビル

タイムズ　和泉１丁目 駐車場 東京メトロ線 方南町駅 東京都杉並区和泉１－４１
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

モスバーガー　永福町店 飲食店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区和泉３－１３－１９

すずかわ循環器内科 サービス店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区和泉３－４６－６

松坂屋酒店 物販店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区和泉３－４６－７

タイムズ　杉並和泉３丁目第２ 駐車場 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区和泉３－５１

タイムズ　杉並和泉３丁目 駐車場 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区和泉３－５２

中央大学杉並高等学校 飲食店 西武線 上井草駅 東京都杉並区今川２－７－１ 高校内食堂

タイムズ　華屋与兵衛高円寺店 駐車場 東京メトロ線 東高円寺駅 東京都杉並区梅里１－２２

クオール薬局　下井草店 物販店 西武線 下井草駅 東京都杉並区井草１－２－１氏井ビル１階

タイムズ　永福１丁目 駐車場 京王線 下高井戸駅 東京都杉並区永福１－７

京王サイクルパーク　永福町 駐輪場 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０

京王バス永福町営業所　（コカ･コーラ） 飲料自販機 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－１９ １Ｆ

京王バス永福町営業所①　（サントリー） 飲料自販機 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－１９ １Ｆ整備工場

京王バス永福町営業所②　（サントリー） 飲料自販機 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－１９ ２Ｆ事務所

京王バス永福町営業所③　（サントリー） 飲料自販機 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－１９

京王バス永福町営業所入り口前２　（サントリー） 飲料自販機 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－１９

京王電鉄バス　永福町営業所社員食堂 飲食店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－１９

Ｋ－Ｓｈｏｐ　永福町店 コンビニ 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１

アイシティ　永福町 物販店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１ 京王リトナード永福町

永福町駅　コインロッカー コインロッカー 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１

Ｌｂｃ　ｗｉｔｈ　Ｌｉｆｅ　永福町店　 物販店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１京王リトナード永福町２Ｆ

QBハウス　京王リトナード永福町店 サービス店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１京王リトナード永福町２Ｆ

カルディコーヒーファーム　永福町店 物販店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１京王リトナード永福町２Ｆ

こだわりや　永福町店　 サービス店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１京王リトナード永福町２Ｆ

トモズ　京王リトナード永福町店 物販店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１京王リトナード永福町２Ｆ

フラワーショップ京王　永福町店　 物販店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１京王リトナード永福町２Ｆ

ルパ　永福町店　 物販店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１京王リトナード永福町２Ｆ

永福町駅　証明写真機（ＤＮＰ）Ｂ 証明写真機 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１京王リトナード永福町２Ｆ

啓文堂書店　永福町店　 物販店 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区永福２－６０－３１京王リトナード永福町３Ｆ

西永福駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 井の頭線 西永福駅 東京都杉並区永福３－３６－１

和田堀公園第一駐車場 駐車場 井の頭線 西永福駅 東京都杉並区大宮２－２５

エコステーション２１　荻窪駅南口第２駐輪場 駐輪場 ＪＲ線 荻窪駅 東京都杉並区荻窪５－３０

株式会社ジュピターテレコム　（ダイドー） 飲料自販機 ＪＲ線 荻窪駅 東京都杉並区上荻１－２－１インテグラルタワー１１Ｆ

富士そば　荻窪北口店 飲食店 ＪＲ線 荻窪駅 東京都杉並区上荻１－８－１０

啓文堂書店　荻窪店　 物販店 ＪＲ線 荻窪駅 東京都杉並区上荻１－９－１荻窪タウンセブン６Ｆ

ぎょうざの満洲　八幡山駅前店 飲食店 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－８－２６

ここよろ屋 飲食店 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－１－１０カメリアガーデン１

Ａ　ＬｏＴ　八幡山 駅売店 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－１－１１ 改札口

フラワーショップ京王　八幡山店　 物販店 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－１－１１

京王サイクルパーク　八幡山西① 駐輪場 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－１－１１

京王サイクルパーク　八幡山西② 駐輪場 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－１－１１

京王サイクルパーク　八幡山西③ 駐輪場 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－１－１１

八幡山駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－１－１１

八幡山駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－１－１１ 駅構内１Ｆ下り寄りエスカレーター横

そば酒房　笹陣　八幡山店 飲食店 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－１－１１京王リトナード八幡山

タイムズ　上高井戸１丁目 駐車場 京王線 芦花公園駅 東京都杉並区上高井戸１－１７

依田商店 物販店 京王線 芦花公園駅 東京都杉並区上高井戸１－２０－７



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

スパゲッティ　ＩＣＨＩ 飲食店 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－８－２３太田ビル１Ｆ

ＣｏＣｏ壱番屋　京王八幡山駅前店 飲食店 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－８－２５オータニビル

なかがわ薬局　八幡山店 物販店 京王線 八幡山駅 東京都杉並区上高井戸１－８－４ＴＯＹＡビル

プラザ薬局　富士見ヶ丘 物販店 井の頭線 富士見ヶ丘駅 東京都杉並区上高井戸２－１８－１

セイムス久我山駅前薬局 物販店 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山２丁目２８－４

富士見ヶ丘検車区　ＦＶイースト 飲料自販機 井の頭線 富士見ヶ丘駅 東京都杉並区久我山２－２６－１

富士見ヶ丘乗務区　（コカ･コーラ） 飲料自販機 井の頭線 富士見ヶ丘駅 東京都杉並区久我山２－２６－１ 京王電鉄富士見ヶ丘乗務区食堂

富士見ヶ丘乗務区　（サントリー） 飲料自販機 井の頭線 富士見ヶ丘駅 東京都杉並区久我山２－２６－１

せんたくの店　まる美　久我山店 サービス店 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山３－２２－１３

ローソンクオール薬局　久我山駅南店 物販店 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山３－２３－１６

精華 飲食店 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山３－２５－１０

タイムズ　久我山３丁目第２ 駐車場 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山３－７

Ｋ－Ｓｈｏｐ　久我山店 物販店 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山４－１－１１

ルパ　久我山店　 物販店 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山４－１－１１

ロッカー久我山駅Ａ　駅改札内 コインロッカー 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山４－１－１１

久我山駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山４－１－１１ 改札内ホーム行きエレベーター脇

京王サイクルパーク久我山駅店舗 駐輪場 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山４－１－１１

啓文堂書店　久我山店　 物販店 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山４－１－１１

カメラハウス 物販店 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山４－１－４松村ビル

啓徳社　富士見ヶ丘駅　新聞自販機 物販店 井の頭線 富士見ヶ丘駅 東京都杉並区久我山５－１－２５

富士見ヶ丘駅売店ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 井の頭線 富士見ヶ丘駅 東京都杉並区久我山５－１－２８

ドトールコーヒー　久我山店 飲食店 井の頭線 久我山駅 東京都杉並区久我山５－７－１８

富士そば　高円寺店 飲食店 ＪＲ線 高円寺駅 東京都杉並区高円寺北３－２２－１８たちばなビル１Ｆ

タイムズ　下高井戸１丁目第３ 駐車場 京王線 下高井戸駅 東京都杉並区下高井戸１－１２

タイムズ　下高井戸１丁目２ 駐車場 京王線 桜上水駅 東京都杉並区下高井戸１－２５

タイムズ　下高井戸第５ 駐車場 京王線 上北沢駅 東京都杉並区下高井戸１－４０

スポーツキッド　下高井戸本店 物販店 京王線 下高井戸駅 東京都杉並区下高井戸１－６－１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　下高井戸店 物販店 京王線 下高井戸駅 東京都杉並区下高井戸１－７－７スタープラザ１Ｆ

タイムズ　下高井戸２丁目 駐車場 京王線 桜上水駅 東京都杉並区下高井戸２－１１

タイムズ下高井戸第８ 駐車場 京王線 桜上水駅 東京都杉並区下高井戸３－２

モスバーガー　Ｒ２０桜上水店 飲食店 京王線 桜上水駅 東京都杉並区下高井戸３－２－１２

タイムズ　下高井戸３丁目 駐車場 井の頭線 西永福駅 東京都杉並区下高井戸３－２８－１６

タイムズ　下高井戸７ 駐車場 京王線 上北沢駅 東京都杉並区下高井戸５－１４

プラザ薬局　高井戸西 物販店 井の頭線 富士見ヶ丘駅 東京都杉並区高井戸西１－１２－１

タイムズ　高井戸西第６ 駐車場 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西１－２

京王サイクルパーク高井戸 駐輪場 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西１－３０－１

Ｃｏｆｆｅｅ　Ｂｅａｎｓ　Ｓｈｏ 飲食店 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西１－５－４３

富士見ヶ丘調剤薬局 物販店 井の頭線 富士見ヶ丘駅 東京都杉並区高井戸西２－１０－９－１０２ノースメイ

（株）京王ストア高井戸駅ホームＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西２－１－２６

ＣｏＣｏ壱番屋　京王高井戸駅前店 飲食店 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西２－１－２６

Ｋ－Ｓｈｏｐ　高井戸店 コンビニ 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西２－１－２６ 京王リトナード高井戸

アンテンドゥ　高井戸店 飲食店 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西２－１－２６ 京王リトナード高井戸

ドトールコーヒー　高井戸店 飲食店 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西２－１－２６ 京王リトナード高井戸

リトナード高井戸（伊藤園） 飲料自販機 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西２－１－２６

ロッカー京王高井戸駅改札口外側 コインロッカー井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西２－１－２６

クリーニングテイト　高井戸店 サービス店 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸西２－１８－３０



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

ドトールコーヒー　富士見ヶ丘店 飲食店 井の頭線 富士見ヶ丘駅 東京都杉並区高井戸西２－８－２

タイムズ　高井戸東第８ 駐車場 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸東２－２２

タイムズ　高井戸東第７ 駐車場 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸東２－２５

ハイランドセンター　ゴルフ練習場 サービス店 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸東３－１１－７ハイランドセンター

タイムズ高井戸東３丁目 駐車場 井の頭線 高井戸駅 東京都杉並区高井戸東３ー２４0

タイムズ　成田西１丁目 駐車場 井の頭線 浜田山駅 東京都杉並区成田西１－１２

富士そば　西荻窪店 飲食店 ＪＲ線 西荻窪駅 東京都杉並区西荻南３－９－７

ドトールコーヒー　浜田山店 飲食店 井の頭線 浜田山駅 東京都杉並区浜田山３－３０－１１

サンブックス　浜田山 物販店 井の頭線 浜田山駅 東京都杉並区浜田山３－３０－５

ニックニック　浜田山店 物販店 井の頭線 浜田山駅 東京都杉並区浜田山３－３０－７

モスバーガー　浜田山駅前店 飲食店 井の頭線 浜田山駅 東京都杉並区浜田山３－３１－２

ロッカー浜田山駅　Ａ コインロッカー 井の頭線 浜田山駅 東京都杉並区浜田山３－３１－２

牛角　浜田山店 飲食店 井の頭線 浜田山駅 東京都杉並区浜田山３－３４－３ＹＦビル１Ｆ

富士そば　浜田山店 飲食店 井の頭線 浜田山駅 東京都杉並区浜田山３－３５－３６

ＴＳＵＴＡＹＡ　浜田山店 物販店 井の頭線 浜田山駅 東京都杉並区浜田山３－３７－１５

サエラ薬局　浜田山店 物販店 井の頭線 浜田山駅 東京都杉並区浜田山４－１６－４－１１９ライオンズ浜田山セントマークス

ドン・キホーテ　環七方南町店 物販店 東京メトロ線 方南町駅 東京都杉並区方南１－２８

和田堀公園第二駐車場 駐車場 井の頭線 西永福駅 東京都杉並区堀ノ内１丁目地内

金城タクシー タクシー 井の頭線 永福町駅 東京都杉並区松ノ木１－１－１５

志宝薬局　方南町店（みよの台薬局グループ） 物販店 東京メトロ線 方南町駅 東京都杉並区和泉４－５０－１５

焼肉三千里　北口店 飲食店 ＪＲ線 錦糸町駅 東京都墨田区錦糸３－３－９イーストビル１Ｆ

下高井戸駅前自転車等駐車場 駐輪場 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区赤堤４－４０－１１

下高井戸北自転車等駐車場 駐輪場 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区赤堤４－４０－１１

河村歯科医院 サービス店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区赤堤４－４２－１２

タイムズ　赤堤４丁目第２ 駐車場 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区赤堤４－４２

牛角　下高井戸店 飲食店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区赤堤４－４８－１０雪華堂ビル２Ｆ

紅矢　下高井戸店 飲食店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区赤堤４－４８－４

パレットプラザ　下高井戸店　（ＴＦ） サービス店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区赤堤４－４８－８岩田ビル１Ｆ

ＢＬＵＥ　ＲＩＢＢＯＮ　ＴＯＫＹ 飲食店 井の頭線 池ノ上駅 東京都世田谷区池尻４－３７－８

タカギクリーニング サービス店 京王線 代田橋駅 東京都世田谷区大原１－２３－１１0

代田橋駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 代田橋駅 東京都世田谷区大原２－１８－９ 地下改札付近

代田橋駅上りホームＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 代田橋駅 東京都世田谷区大原２－１８－９

代田橋自転車等駐車場 駐輪場 京王線 代田橋駅 東京都世田谷区大原２－２１地先

フラワーショップKOYAMA　代田橋店 物販店 京王線 代田橋駅 東京都世田谷区大原２－２６－１２喜正堂ビル１Ｆ

沢村屋タバコ店 物販店 京王線 代田橋駅 東京都世田谷区大原２－２６－４

高城商会 サービス店 京王線 代田橋駅 東京都世田谷区大原２－２６－５

スリーコンカフェ　代田橋店 飲食店 京王線 代田橋駅 東京都世田谷区大原２－２７－２９

タイムズ　世田谷大原２丁目 駐車場 京王線 代田橋駅 東京都世田谷区大原２－２９

クオール薬局　奥沢２号店 物販店 東急線 奥沢駅 東京都世田谷区奥沢３－３３－１２けやきガーデン奥沢

クオール薬局　奥沢１号店 物販店 東急線 奥沢駅 東京都世田谷区奥沢３－４７－８サンケイプラザビル1階

世田谷区立自由が丘駅第一自転車等駐車場 駐輪場 東急線 自由が丘駅 東京都世田谷区奥沢５－４２－１４

世田谷区立尾山台自転車等駐車場 駐輪場 東急線 尾山台駅 東京都世田谷区尾山台３－３４－１４

蘆花恒春園駐車場 駐車場 京王線 芦花公園駅 東京都世田谷区粕谷１－２５

駒沢第二精算機 駐輪場 東急線 駒沢大学駅 東京都世田谷区上馬４－３－２０

駒沢第二定期更新機 駐輪場 東急線 駒沢大学駅 東京都世田谷区上馬４－３－２０

東京都立松沢病院　職員食堂 飲食店 京王線 上北沢駅 東京都世田谷区上北沢２－１－１ 職員食堂
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珈琲館　上北沢店 飲食店 京王線 上北沢駅 東京都世田谷区上北沢４－１２－５

上北沢駅ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 上北沢駅 東京都世田谷区上北沢４－１４－３

せんたくの店まる美　上北沢店 サービス店 京王線 上北沢駅 東京都世田谷区上北沢４－１５－３

太陽マンション駐輪場 駐輪場 京王線 八幡山駅 東京都世田谷区上北沢４－３３－１

世田谷区立八幡山北自転車等駐車場 駐輪場 京王線 八幡山駅 東京都世田谷区上北沢４－３５－１２

京王運輸（株）世田谷営業所（１７５８１８） 飲料自販機 京王線 八幡山駅 東京都世田谷区上北沢４－３６－１５

カフェテリア・ウイング 飲食店 京王線 八幡山駅 東京都世田谷区上北沢４－３６－２３ 京王リトナード八幡山

京王サイクルパーク　八幡山東 駐輪場 京王線 八幡山駅 東京都世田谷区上北沢４－３６－２３ 京王リトナード八幡山

啓文堂書店　八幡山店　 物販店 京王線 八幡山駅 東京都世田谷区上北沢４－３６－２３ 京王リトナード八幡山

京王バス世田谷営業所パスモ 飲料自販機 京王線 上北沢駅 東京都世田谷区上北沢５－９－１

京王バス東株式会社　世田谷営業所 飲料自販機 京王線 上北沢駅 東京都世田谷区上北沢５－９－１

新千歳烏山駅南自転車等駐車場 駐輪場 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区上祖師谷１－３７－１０

タイムズ　上祖師谷７丁目第２ 駐車場 京王線 仙川駅 東京都世田谷区上祖師谷７－２０－１

タイムズ　上祖師谷７丁目 駐車場 京王線 仙川駅 東京都世田谷区上祖師谷７－９

世田谷区立上野毛北自転車等駐車場 駐輪場 東急線 上野毛駅 東京都世田谷区上野毛１－２７－１３

ファインクリ－ニング サービス店 京王線 芦花公園駅 東京都世田谷区北烏山１－３３－５

鳥羽タクシー タクシー 井の頭線 久我山駅 東京都世田谷区北烏山５－１８－２６

北烏山薬局（薬局共創未来） 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区北烏山６－１０－６

せんたくの店まる美　北烏山店　Ｎ サービス店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区北烏山６－１－１８

Ｋ－Ｓｈｏｐ　日本女子体育大学店 コンビニ 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区北烏山８－１９－１ 日本女子体育大第一体育館内

京王サイクルパーク下北沢駐輪場（１Ｆ） 駐輪場 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢１－３８

京王サイクルパーク下北沢駐輪場（２Ｆ） 駐輪場 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢１－３８

世田谷区立下北沢第二自転車等駐車場 駐輪場 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢１－３８－１０

ＫＩＮＪＩ　下北沢店 物販店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－１３－１１ＦＡＢＵＬＯＵＳ下北沢

富士そば　下北沢店 飲食店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－１９－１１

クオール薬局　下北沢店 物販店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２０－１４

世田谷区立下北沢自転車等駐車場 駐輪場 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２－１３

テニスショップ　スミレ 物販店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２３－６スミレビル４Ｆ

ＨＡＰＰＹＬＥＭＯＮ　京王下北沢店 飲食店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２３－９

Ｋ－Ｓｈｏｐ　下北沢店 コンビニ 井の頭線 渋谷駅 東京都世田谷区北沢２－２３－９

ロッカー京王下北沢駅　中央口 コインロッカー 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２３－９

牛角　下北沢北口店 飲食店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２５－１３カザマビル２

ウンナナクール　下北沢店 物販店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２５－７Ｔ＆Ｔビル

ＢＩＥＮＳＯＬ　２号店 物販店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２５－８ 東洋百貨店１１番

フレッシュネスバーガー　下北沢店 飲食店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２６－２３プティフルー

パレットプラザ　下北沢西口店 サービス店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２６－２鰺坂ビル１階Ｂ号

ｔｓｕｍｕｇｕ 物販店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２９－１２　１Ｆ

ＥＨＩＭＡＤＥ　ＳＨＩＭＯＫＩＴＡＺＡＷＡ 物販店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－２９－１４乾徳ビル

ＢＩＥＮＳＯＬ 物販店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－３０－１１北沢ビル２Ｆ

ＲＡＩＮＢＯＷ　下北沢店 物販店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－３６－２ヒルズ下北沢１Ｆ

ティップネス　下北沢 サービス店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢２－５－２

世田谷区立下北沢東自転車等駐車場 駐輪場 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区北沢３－１９

クリーニングもろはし サービス店 京王線 笹塚駅 東京都世田谷区北沢５－３４－４

京王コインパーキング祖師ヶ谷大蔵第２ 駐車場 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 東京都世田谷区砧６－３６－７０

京王コインパーキング祖師ヶ谷大蔵 駐車場 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 東京都世田谷区砧６－３８－１００

タックルベリー　きぬた世田谷通り店 物販店 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 東京都世田谷区砧５－１－４メゾンドール２Ｆ
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砧公園駐車場 駐車場 東急線 用賀駅 東京都世田谷区砧公園１－１

戸田建設　京王線立体交差工事第８区Ａ－２ 飲料自販機 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区給田２－１３

メディスンショップ　ミナモ薬局 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区給田３－３２－６

世田谷区立経堂南自転車等駐車場 駐輪場 小田急線 経堂駅 東京都世田谷区経堂１－１２－１１

経堂駅前レンタサイクルポート 駐輪場 小田急線 経堂駅 東京都世田谷区経堂２－１－３８　先

アリスタージュ経堂（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 小田急線 経堂駅 東京都世田谷区経堂３ー２０−２２

世田谷区立駒沢自転車等駐車場 駐輪場 東急線 駒沢大学駅 東京都世田谷区駒沢２－６－１７

駒沢公園第二駐車場 駐車場 東急線 駒沢大学駅 東京都世田谷区駒沢公園１－１

京王サイクルパーク　桜上水駅前 駐輪場 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水

京王コインパーク　桜上水 駐車場 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水１－２－２　

Ｆｌｏｒｉｓｔ原田　桜上水店 物販店 小田急線 経堂駅 東京都世田谷区桜上水２－６－９

ドトールコーヒー　桜上水店 飲食店 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水４－１７－４

世田谷区立桜上水南自転車等駐車場 駐輪場 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水４－１８－１３

タイムズ桜上水４丁目第２ 駐車場 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水４ー９

桜上水南レンタサイクルポート 駐輪場 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水４－８－１３

京王サイクルパーク　桜上水駅前駐輪場 駐輪場 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２４

京王サイクルパーク　桜上水Ｃ 駐輪場 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２４－６

京王サイクルパーク　桜上水北１号機 駐輪場 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２９

京王サイクルパーク　桜上水北２号機 駐輪場 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２９

京王設備サービス桜上水総合事業所　（八洋） 飲料自販機 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２９－３０

京王電鉄連続立体交差事務所 飲料自販機 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２９－３３

戸田・錢高建設　京王線立体交差工事第８区 飲料自販機 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２９－３３

Ｋ－Ｓｈｏｐ　桜上水店 コンビニ 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２９－５２ 橋上コンコース

啓文堂書店　桜上水店　 物販店 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２９－５２

桜上水駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２９－５２

桜上水駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 桜上水駅 東京都世田谷区桜上水５－２９－５２

桜新町レンタサイクルポート 駐輪場 東急線 桜新町駅 東京都世田谷区桜新町２－７－１５

世田谷区立桜新町自転車等駐車場 駐輪場 東急線 桜新町駅 東京都世田谷区桜新町２－７－１５

世田谷区立三軒茶屋中央自転車等駐車場 駐輪場 東急線 三軒茶屋駅 東京都世田谷区三軒茶屋２－１１

三軒茶屋中央レンタサイクルポート 駐輪場 東急線 三軒茶屋駅 東京都世田谷区三軒茶屋２－１１　先

富士そば　三軒茶屋店 飲食店 東急線 三軒茶屋駅 東京都世田谷区三軒茶屋２－１４－１２　１Ｆ

タイムズ　三宿２丁目第２ 駐車場 井の頭線 池ノ上駅 東京都世田谷区三宿２－１９２－１９

世田谷区立成城北第二自転車等駐車場 駐輪場 小田急線 成城学園前駅 東京都世田谷区成城６－１４－１０

世田谷駅南自転車等駐車場 駐輪場 東急線 世田谷駅 東京都世田谷区世田谷４７１５

スリーコンカフェ　池ノ上店 飲食店 井の頭線 池ノ上駅 東京都世田谷区代沢２－４３－８

ｏｔｏｔｏ　ＤＥＬＩ 物販店 井の頭線 池ノ上駅 東京都世田谷区代沢２－４６－５－１Ｆ

昭和女子大学　食堂食券券売機 飲食店 東急線 三軒茶屋駅 東京都世田谷区太子堂１－７－５７ 大学内食堂

世田谷区立三軒茶屋西自転車等駐車場 駐輪場 東急線 三軒茶屋駅 東京都世田谷区太子堂４－２０－８

Ａｚｕｒｉ サービス店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区代田５－３１－１ダノイ北沢２－２Ｆ

新代田駅　証明写真機（日本オート･フォート） 証明写真機 井の頭線 新代田駅 東京都世田谷区代田６－１

ヴィレッジヴァンガードダイナー　下北沢店 飲食店 井の頭線 下北沢駅 東京都世田谷区代田６－３－１　リバブル下北沢Ｂ１Ｆ

世田谷区立二子玉川西自転車等駐車場 駐輪場 東急線 二子玉川駅 東京都世田谷区玉川３－１５－３

タイムズ　千歳台 駐車場 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区千歳台６－１６

世田谷区立等々力自転車等駐車場 駐輪場 東急線 等々力駅 東京都世田谷区等々力３－２－２

ＭａＨａＬｏ サービス店 京王線 八幡山駅 東京都世田谷区八幡山３－３６－７

タイムズ　八幡山３丁目 駐車場 京王線 八幡山駅 東京都世田谷区八幡山３－１９－１２



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

さくら薬局　世田谷羽根木店 物販店 京王線 代田橋駅 東京都世田谷区羽根木２－４－１３ＫＮコート１Ｆ

世田谷区立千歳船橋北自転車等駐車場 駐輪場 小田急線 千歳船橋駅 東京都世田谷区船橋１－１３－２

タイムズ松原第５ 駐車場 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原１－１１

生鮮食品館　ＡＺＵＭＡ明大前店 物販店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原１－３６－７

牛角　明大前店 飲食店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原１－３６－９第二ＭＫビルＢ

武蔵野アブラ学会　明大前店 飲食店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原１－３７－１６

ほっとステーション明大前店 サービス店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原１－３７－１７米沢ビル２Ｆ

京王不動産　明大前ＣＰ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原１－３８ 京王不動産　明大前ＣＰコインパーキング外

京王コインパーク　明大前 駐車場 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原１－３８－１９

やまわ薬局 物販店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－１７－３９

京王コインパーク　明大前駅南 駐車場 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－２２－１５

世田谷区立明大前南自転車等駐車場 駐輪場 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－２２－６

京王コインパーク　明大前西 駐車場 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－２９－１　

タイムズ　スーパーバリュー世田谷 駐車場 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－３５

（株）京王ストア明大前ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４５－１

Ａ　ＬｏＴ　明大前第２ 駅売店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４５－１ 改札口

ｈａｐｐｙｌｅｍｏｎ　明大前店 飲食店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４５－１

Ｋ－Ｓｈｏｐ　明大前店 コンビニ 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４５－１ 改札内

アートマンアートマン　コスメ明大前店 物販店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４５－１

コロット　京王フレンテ明大前店 飲食店 井の頭線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４５－１

高幡そば　明大前店 飲食店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４５－１ 駅構内

明大前駅　コインロッカー　Ａ地区 コインロッカー 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４５－１ 下りホーム階段下

明大前駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４５－１

明大前はなぞの薬局（薬局共創未来） 物販店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４５－１０

Ｓｗｅｅｔｓ　Ｍｏｄｅ　明大前店 物販店 井の頭線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１ フレンテ明大前（井の頭線下りホーム）

カラダファクトリー　フレンテ明大前店　 サービス店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１ フレンテ明大前２階

カレーショップＣ＆Ｃ　フレンテ明大前店 飲食店 井の頭線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１ フレンテ明大前（井の頭線下りホーム）

スープストックトーキョー　フレンテ明大前店 飲食店 井の頭線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１ フレンテ明大前（井の頭線下りホーム）

ティップネス　明大前 サービス店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１ フレンテ明大前

はらドーナッツ　フレンテ明大前店 物販店 井の頭線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１ フレンテ明大前（井の頭線下りホーム）

フラワーショップ京王　明大前店　 物販店 井の頭線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１ フレンテ明大前（井の頭線下りホーム）

京王サイクルパーク明大前駐輪場（１） 駐輪場 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１

京王サイクルパーク明大前駐輪場（２） 駐輪場 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１

啓文堂書店　明大前店　 物販店 井の頭線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１ フレンテ明大前

文明堂　明大前店 物販店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１ フレンテ明大前（井の頭線下りホーム）

明大前駅上りホームＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－１

ドトールコーヒー　明大前店 飲食店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－２プリマベーラ春山１Ｆ

サブウェイ　明大前店 飲食店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２－４６－６佐々木ビル１Ｆ

京樽　明大前京王駅構内コンコース 物販店 京王線 明大前駅 東京都世田谷区松原２丁目４５－１ 駅構内

下高井戸南第二自転車等駐車場 駐輪場 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－１５－１１

クオール薬局　京王下高井戸駅店 物販店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－２８－８

吉川内科医院 サービス店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－２８－８

クオール薬局　下高井戸店 物販店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－２８－９

リモーネ　下高井戸店　 物販店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－２９－１７

ロッカー京王線　下高井戸駅　Ａ コインロッカー 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－２９－１７

下高井戸駅　証明写真機（日本オート･フォート） 証明写真機 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－２９－１７
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下高井戸駅売店ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－２９－１７

啓文堂書店　下高井戸店　 物販店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－２９－１７

前田商店 物販店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－２９－１９鈴木ビル

肉と惣菜の堀田 物販店 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－２９－１９鈴木ビル１Ｆ

ＥＳ２１　西友下高井戸駐輪場（１） 駐輪場 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－４１－５

ＥＳ２１　西友下高井戸駐輪場（２） 駐輪場 京王線 下高井戸駅 東京都世田谷区松原３－４１－５

東松原駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 井の頭線 東松原駅 東京都世田谷区松原５－２－６ 改札出て右側コインロッカーそば

食パン専門店高匠　東松原店 物販店 井の頭線 東松原駅 東京都世田谷区松原５丁目２－６田島ビル１Ｆ

大戸屋ごはん処　千歳烏山店 飲食店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－４－２８

烏山東自転車駐車場 駐輪場 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山２－２５－１０

京王コインパーク　芦花公園 駐車場 京王線 芦花公園駅 東京都世田谷区南烏山２－３７

世田谷北部病院売店 物販店 京王線 芦花公園駅 東京都世田谷区南烏山２－９－１７

芦花公園売店ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 芦花公園駅 東京都世田谷区南烏山３－１－１６

タイムズ　南烏山第２０ 駐車場 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山３－６

サイクルタイムズ　千歳烏山 駐輪場 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山４－１０－７

ドトールコーヒー　千歳烏山店 飲食店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山４－１２－５ＴＳ烏山

ソックストック 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山４－１２－７クレアビル１Ｆ

ニックニック　クレア店 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山４－１２－７クレアビル１Ｆ

マルヤマ 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山４－１２－７クレアビル１Ｆ

新生堂 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山４－１２－８

京王コインパーク千歳烏山ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山４－９

のぞみ薬局（薬局共創未来） 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山４－９－２

ハラジマ　駅前店 物販店 京王線 烏山駅 東京都世田谷区南烏山４丁目１１－４

ドトールコーヒー　千歳烏山南口店 飲食店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－１２－３

らーめん　せい家　千歳烏山店 飲食店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－１２－３

烏山駅前自転車駐車場 駐輪場 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－１３－１

クラルテ 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－１３－４　

スパークリングデイズ 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－１３－５　

シミズヤ スーパー 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－１４－３0

ララ　烏山店 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－１５－８

愛知屋ふとん店 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－１９－１３愛知ビル

せんたくの店　まる美　南烏山１号 サービス店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－２０－１５

タイムズ　南烏山 駐車場 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－２２

せんたくの店まる美　南烏山２号 サービス店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－２３－１２

ニックニック　アーティクル 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－３２－１７

ニックニック　ブーランジェ 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山５－３２－１７

ハラジマ　南口店 物販店 京王線 烏山駅 東京都世田谷区南烏山５丁目１６－２０

ロッカー京王線　千歳烏山駅　Ｂ コインロッカー 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－１－１

ロッカー千歳烏山駅　Ａ コインロッカー 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－１－１

千歳烏山駅Ａ東口　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－１－１

タイムズ　ベルカント南烏山 駐車場 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－２２

モスバーガー　烏山店 飲食店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－２２

世田谷区立烏山地下（西口）自転車等駐車場 駐輪場 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－２－２１

世田谷区立烏山東地下自転車駐車場 駐輪場 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－２－２１

フルーツショップ　清水屋 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－２－２５

日本調剤　千歳烏山薬局 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山6－２７－１０



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

ロブジェ　ドゥ　バディー 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－２９－２プラナタスタカサゴ１Ｆ

ひのまる洋品店 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－３－１

ドレス工房　Ｋａｚｕｍｉ 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－３－１４第２大谷ビル１０２

お茶の　きり山 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－３－１６ダイヤビル

サンドラッグ　千歳烏山店 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－３－７第２勝栄ビル

グレース薬局 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－３－９ミール千歳烏山１０４号室

菓心たちばな　千歳烏山本店 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－４－１４

シグマ烏山 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－４－３２

ＴＳＵＴＡＹＡ　千歳烏山店 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－５－６

ＣｏＣｏ壱番屋　京王千歳烏山駅６番街店 飲食店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６－７－１５山盛ビル１階

ヴィ・ド・フランス千歳烏山 物販店 京王線 千歳烏山駅 東京都世田谷区南烏山６丁目４－３０

クオール薬局　南烏山店 物販店 京王線 芦花公園駅 東京都世田谷区南烏山二丁目９番１７号

世田谷区立用賀自転車等駐車場 駐輪場 東急線 用賀駅 東京都世田谷区用賀４－５－５

世田谷区立用賀西自転車等駐車場 駐輪場 東急線 用賀駅 東京都世田谷区用賀４－９－８

玉屋　浅草 物販店 つくばエクスプレス 浅草駅 東京都台東区浅草１－２８－２モンブランビル１Ｆ

富士そば　しのばず店 飲食店 ＪＲ線 上野駅 東京都台東区上野２－１３－１２

富士そば　御徒町駅前店 飲食店 ＪＲ線 御徒町駅 東京都台東区上野３－２７－８菊磁堂ビル

富士そば　上野店 飲食店 ＪＲ線 上野駅 東京都台東区上野７－２－１上野駅前昭栄ビル

レストラン　西園食堂 飲食店 ＪＲ線 上野駅 東京都台東区上野公園９－８３ 上野動物園内

上野動物園　カフェカメレオン 飲食店 ＪＲ線 上野駅 東京都台東区上野公園９－８３ 上野動物園内

上野動物園　バードソング 物販店 ＪＲ線 上野駅 東京都台東区上野公園９－８３ 上野動物園内

上野東照宮　ぼたん苑入り口 サービス店 ＪＲ線 上野駅 東京都台東区上野公園９－８８ 上野東照宮内

富士そば　鶯谷店 飲食店 ＪＲ線 鶯谷駅 東京都台東区根岸１－１－１９春日鈴木共同ビル１階

富士そば　浅草店 飲食店 東京メトロ線 浅草駅 東京都台東区雷門２－１９－１１

そば・うどん元長 飲食店 ＪＲ線 上野駅 東京都台東区東上野４－１０－７東ビル１０３号室

ナチュラルローソンクオール薬局　東上野五丁目店 物販店 ＪＲ線 上野駅 東京都台東区東上野５－２－２

凸凹堂　谷中銀座 物販店 東京メトロ線 千駄木駅 東京都台東区谷中３－１１－１１

富士そば　立川店 飲食店 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市曙町２－１１－２フロム中武

猫カフェモカ　立川店 飲食店 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市曙町２－１１－２フロム中武６階

ＭＥＧＡドン・キホーテ　６Ｆ 飲料自販機 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市曙町２－１８－１８

コアシティ立川　１Ｆ　（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市曙町２－３７－７

コアシティ立川　３Ｆ　（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市曙町２－３７－７

コアシティ立川　４Ｆ　（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市曙町２－３７－７

コアシティ立川　５Ｆ　（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市曙町２－３７－７

コアシティ立川　６Ｆ　（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市曙町２－３７－７

大和ハウス工業（株）多摩支店　２Ｆ休憩室① 飲料自販機 多摩モノレール線 立飛駅 東京都立川市泉町９３５－２８

東芝ビジネス＆ライフサービス 飲料自販機 多摩モノレール線 立飛駅 東京都立川市栄町６－１－３立飛ビル２号館

サイクルハウス輪輪館 物販店 多摩モノレール線 立川南駅 東京都立川市柴崎町２－１２－１７

とんぼ薬局 物販店 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市柴崎町２－１－８第２中島ビル

特むし茶・のり　菊川園 物販店 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市柴崎町２－５－６

フレンドパーキング立川 駐車場 多摩モノレール線 柴崎体育館駅 東京都立川市柴崎町３－１８－１０

花てまり 物販店 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市柴崎町３－５－２

はら時計 物販店 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市柴崎町３－５－３

ラーメンスクエア 飲食店 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市柴崎町３－６－２９

美容室　かぐや姫 サービス店 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市柴崎町２－５－８宝ビル２F

アレアパーキング 駐車場 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市柴崎町３丁目６－２９アレアレア２
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

こぶし薬局 物販店 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市錦町１－７－１

川野病院駐車場 駐車場 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市錦町１－７－５

三幸駐車場 駐車場 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市錦町２－１－３５

たましんＲＩＳＵＲＵホール（立川市市民会館） サービス店 ＪＲ線 西国立駅 東京都立川市錦町３－３－２０

タイムズ　高松駅前 駐車場 多摩モノレール線 高松駅 東京都立川市緑町９

ＧＲＥＥＮ　ＳＰＲＩＮＧＳ　ＰＡＲＫＩＮＧ（駐車場） 駐車場 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市緑町３－１

ＧＲＥＥＮ　ＳＰＲＩＮＧＳ　ＰＡＲＫＩＮＧ（駐輪場） 駐輪場 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市緑町３－１

多摩信用金庫本店６Ｆ（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 立川駅 東京都立川市緑町３－４

京西テクノス株式会社　（タカンナ） 飲料自販機 多摩モノレール線 松が谷駅 東京都多摩市愛宕４－２５－２

もつ鮮華　まる権 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市一ノ宮１－２３－２西栄ビル１Ｆ

焼肉　権左ェ門 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市一ノ宮１－２３－５－１０１

タイムズ　ガーデンヒルズ聖蹟桜ヶ丘 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市一ノ宮１－２５－２

クリエイト　聖蹟桜ヶ丘 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市一ノ宮１－２６－１

ＡＯＫＩ　聖蹟桜ヶ丘店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市一ノ宮１－２６－２

ＴＳＵＴＡＹＡ 聖蹟桜ヶ丘駅前店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市一ノ宮２－１１－３２

せいせきタウンパーキング 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市一ノ宮３－２－１１

ミネドラッグ　多摩センター駅前店 物販店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４１－１マグレブＷＥＳＴ

ＱＢハウス　京王多摩センター駅店　 サービス店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

イタリアンダイニングＤｏＮＡ　京王多摩センター店　 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

エコステーション２１　京王多摩センターＳＣ駐輪場（１） 駐輪場 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

エコステーション２１　京王多摩センターＳＣ駐輪場（２） 駐輪場 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

おむすび権米衛　京王多摩センターＳＣ店 物販店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

カラダファクトリー　京王多摩センターＳＣ店 サービス店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

カルディーコーヒーファーム　京王多摩センターＳＣ店 物販店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

カレーショップＣ＆Ｃ　多摩センター店 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

京王多摩センターＳＣ　１F（伊藤園） 飲料自販機 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

サーティワンアイスクリーム　京王多摩センターＳＣ店 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

たまの里　京王多摩センターＳＣ店 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

タリーズコーヒー　京王多摩センター駅　 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

ドトールコーヒーショップ　京王多摩センター店 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

フラワーショップ京王　京王多摩センターＳＣ店 物販店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

マツモトキヨシ　京王多摩センターＳＣ店 物販店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

京王アートマン　多摩センター店　 物販店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

京王多摩センター駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 東口改札出てＳＣ２Ｆ入口

京王電鉄ＳＣ営業部多摩センター１階通路ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１

銀座コージーコーナー　京王多摩センター店 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

啓文堂書店　京王多摩センターＳＣ店　 物販店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

新宿さぼてんデリカ　京王多摩センターＳＣ店 物販店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

多摩センター上りＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１

塚田農場　京王多摩センターＳＣ店 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

白洋舎　京王多摩センターＳＣ店 サービス店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

北京名菜　京王多摩センターＳＣ店 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センターショッピングセンター

Ｋ－Ｓｈｏｐ　京王多摩センター店 コンビニ 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－２ 改札外

京王多摩センターＳＣバックヤード 飲料自販機 京王線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－２

京王多摩センター駅　コインロッカー　Ａ コインロッカー 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－２

京王多摩センター駅　コインロッカー　B コインロッカー 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１０－２
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

牛角　多摩センター店 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１１－３おちあい横丁１０

かごの屋　多摩センター駅前店 飲食店 京王線 多摩センター駅 東京都多摩市落合１ー２

京王運輸多摩営業所ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１２－１

京王メモリアル多摩センター　（キリンビバレッジ） 飲料自販機 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１２－５

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社多摩事業所 飲料自販機 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－１５－２多摩トーセイビル５階

かごの屋　多摩センター駅前店 飲食店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－２－１

丘の上薬局　多摩センター店 物販店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－３２－１多摩センターペペリビル４０３

京王バス南（株）　多摩センター駅前詰所 飲料自販機 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４０

タイムズ　多摩センター中央第３ 駐車場 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４２

京王プラザホテル多摩　あしび　 ホテル 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４３

京王プラザホテル多摩　デュエット　 ホテル 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４３

京王プラザホテル多摩　フロント　 ホテル 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４３

京王プラザホテル多摩　ポピンズ　 ホテル 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４３

京王プラザホテル多摩　樹林　 ホテル 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４３

京王プラザホテル多摩　南園　 ホテル 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４３

京王プラザホテル多摩（サントリービバレッジ） 飲料自販機 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４３

Ｋｅｉｏ　Ｂｉｚ　Ｐｌａｚａ サービス店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４３京王プラザホテル多摩２階

タイムズ　多摩センター中央第１ 駐車場 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合１－４６

アクトスＷｉｌｌ＿Ｇクロスガーデン多摩 サービス店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合２－３３

タイムズ　プロムナード多摩 駐車場 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市落合５－１

蔦屋書店　多摩永山店 物販店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市貝取１－２５－１

タイムズ　多摩乞田 駐車場 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市乞田１１５９－１

ＭＡＸクリーニング永山店 サービス店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市諏訪１－６－５

タイムズ　多摩諏訪 駐車場 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市諏訪１－９

京王ストア　桜が丘店（八洋） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１

ぎょうざの満洲　聖蹟桜ヶ丘駅前店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－９桜ヶ丘冨澤ビル

聖蹟桜ヶ丘駅　コンコース（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１

成城石井　聖蹟桜ヶ丘店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０ー１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター

ＳＣせいせき・京王駐車場２Ｆ　（アサヒ飲料） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１ ＥＶホール

ＳＣせいせき・京王駐車場４Ｆ　（アサヒ飲料） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１ ＥＶホール

ＳＣせいせき・京王駐車場５Ｆ　（アサヒ飲料） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　（八洋） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　キリンビバレッジ③ 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１ Ｂ館1階バスベイ

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　キリンビバレッジ④ 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１ ８階女子更衣室

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　キリンビバレッジ⑤ 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１ ８階男子更衣室

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　コカ･コーラ① 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１ Ａ館２Ｆスカイプラザ

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　コカ･コーラ③ 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１ ３Ｆ休憩室

京王百貨店　聖蹟桜ヶ丘店　【各売場】 商業施設 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１ ※電子マネーが利用できない売場を除く

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　（サントリー） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ4階連絡通路改札横

北の丸商事　京王百貨店４Ｆ　（アサヒ飲料） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１

Ａ　ＬｏＴ　聖蹟桜ヶ丘上りホーム店 駅売店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 上りホーム

Ａ　ＬｏＴ　聖蹟桜ヶ丘東口改札店 駅売店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 東口改札口

Ｋ－ＳＨＯＰ　聖蹟桜ヶ丘店 コンビニ 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 京王クラウン街

ＱＢハウス　京王せいせきＳＣ店 サービス店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 京王クラウン街

カフェ・ド・クリエ　聖蹟桜ヶ丘店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 京王クラウン街
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

カレーショップＣ＆Ｃ　桜ヶ丘店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 京王クラウン街

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　（八洋） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ Ａ館１階荷捌所

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　（八洋） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ Ｂ館休憩室

スパゲッティ食堂ドナ　聖蹟桜ヶ丘店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 京王クラウン街

つけめん　桜坂 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 京王クラウン街

フラワーショップ京王　桜ヶ丘東口店　 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 京王クラウン街

ルパ　桜ヶ丘店　 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 西口改札前

ロッカー聖蹟桜ヶ丘駅　Ｂ コインロッカー 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０

ロッカー聖蹟桜ヶ丘駅　Ｃ コインロッカー 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０

旭鮨総本店　聖蹟桜ヶ丘駅ビル店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 京王クラウン街

京王聖蹟桜ヶ丘駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０

金子園　聖蹟桜ヶ丘店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 京王クラウン街

天丼　てんや 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１０ 京王クラウン街

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　くまざわ書店　桜ヶ丘店　 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　（サントリー） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

ケンタッキーフライドチキン　聖蹟桜ヶ丘店　 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

コリフレッシュ　聖蹟桜ヶ丘店　 サービス店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

サロン・ド・イマージュ　桜ヶ丘店 サービス店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

サンコーヒー　 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

デジキューBBQテラス 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

トレボープルミエ　１Ｆ サービス店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

ピアーズカフェ　京王聖蹟桜ヶ丘　 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

ビックカメラ　聖蹟桜ヶ丘駅店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

ビューテサロン　トレボー　２Ｆ サービス店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

フレッシュネスバーガー　聖蹟桜ヶ丘店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

マジックミシン　聖蹟桜ヶ丘ＳＣ店 サービス店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

マツモトキヨシ　聖蹟桜ヶ丘店　 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

京王アートマン　聖蹟桜ヶ丘店　 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　５Ｆ休憩室

京王ストア桜ヶ丘店　（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　商品搬入口

無印良品　京王聖蹟桜ヶ丘店　 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１１－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ａ館

タバコショップ 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１－５ザ・スクエア１Ｆ

京王電鉄診療所　（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－２－３

京王電鉄診療所ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－２－３

聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　京王駐車場事前機 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＣ館

聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　京王駐車場事前機　出口精算機 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＣ館

あいおいニッセイ同和損保　桜ヶ丘事務センター食堂 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－２

アポロヘアータウン サービス店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－５ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ｃ館

エコステーション２１　聖蹟桜ヶ丘ＳＣ駐輪場 駐輪場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－５ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ｃ館

カラダファクトリー　聖蹟桜ヶ丘店　 サービス店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－５ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ｃ館

シェーキーズ　聖蹟桜ヶ丘店　 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－５ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ｃ館

しゃぶしゃぶ　すき焼き　どん亭　 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－５ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ｃ館

ドトールコーヒーショップ　 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－５ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ｃ館

バケット　聖蹟桜ヶ丘店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－５ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ｃ館

ファーストキッチン・ウェンディーズ　聖蹟桜ヶ丘店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－５ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ｃ館

麺屋直久　聖蹟桜ヶ丘店　 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－７－５ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ｃ館



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

ＥＳ２１　京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ第二駐輪場 駐輪場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－９－１

京王電鉄本社　（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－９－１ ２階食堂

京王電鉄本社　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－９－１ ２階食堂

京王電鉄本社ビル食堂　（ヤクルト） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－９－１

京王聖蹟桜ヶ丘駅　証明写真機（日本オート・フォート） 証明写真機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１丁目

ｒｕｓｓｅｔ 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１丁目１０－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＢ館

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター【各店舗】 商業施設 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１丁目１０－１ ※電子マネーが利用できない店舗を除く

シューザー聖蹟桜ヶ丘店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１丁目１－５ザ・スクエア１Ｆ

エベレスト　キッチン 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－３２－１ プリメーラ多摩１０１

北野調剤薬局桜ケ丘店（薬局共創未来） 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－３２－５ カネシロビル１Ｆ

さくらゲート駐車場 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－３７－３ せいせきさくらゲート

さくらゲート駐車場第２ 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－３７－３ せいせきさくらゲート

京王さくらゲート（キリンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－３７－３

京王自動車（タクシー） タクシー 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－３７－３ 京王タクシー各車内

京王自動車本社事務所 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－３７－３ せいせきさくらゲート

牛角　聖蹟桜ヶ丘店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－３９－２ エトワールビル

聖蹟桜ヶ丘ビル（伊藤園） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－４０－１

クラフト薬局　聖蹟桜ヶ丘駅東口店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－４０－２７ ＳＡラッシュビル

ウラニワ 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－４１－１ 東側高架下　聖蹟桜ヶ丘ミートセンター

ミスタードーナツ　聖蹟桜ケ丘店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－４１－１ 京王クラウン街　東側高架下

長崎らーめん　西海製麺所 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２－４１－１ 京王クラウン街　東側高架下

ドトールコーヒー　聖蹟桜ヶ丘東口店 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸２丁目４０－１ 京王聖蹟桜ヶ丘東口ビル１F

タイムズ　多摩関戸第８ 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸４－１８－１

京王コインパーク　聖蹟桜ヶ丘南 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸４－３－６

エコステーション２１　ヴィータコミューネ駐輪場第２ 駐輪場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸４－７２

エコステーション２１　ヴィータコミューネ駐輪場第３ 駐輪場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸４－７２

エコステーション２１　ヴィータコミューネ駐輪場第４ 駐輪場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸４－７２

エコステーション２１　ヴィータコミューネ駐輪場第５ 駐輪場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸４－７２

丘の上薬局　聖蹟桜ヶ丘ｏｐａ店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸４－７２聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ　１Ｆ

しんわ薬局　関戸店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸４－９－３丸二ビル１F

サンマルク　多摩南野店 飲食店 小田急線 唐木田駅 東京都多摩市鶴牧５－１５－２

朝日不動産管理株式会社 飲料自販機 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市鶴牧１－２３朝日生命多摩本社ビル

タイムズ　多摩鶴牧第４ 駐車場 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市鶴牧１－１１

多摩センター駅西駐輪場① 駐輪場 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市鶴牧１－１９－２

みずほ銀行多摩システムセンター 飲料自販機 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市鶴牧１－２７－２

熟成肉LAB DA★BUTCHERS　多摩センター店 飲食店 京王線 京王多摩センター駅 東京都多摩市鶴牧３丁目２ブリリア多摩センターＧ棟１Ｆ

株式会社京王シンシアスタッフ多摩川事務所 飲料自販機 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市豊ヶ丘１－２２

ＭＡＸクリーニング中沢店 サービス店 相模原線 京王多摩センター駅 東京都多摩市中沢１－１－３

京王永山駅　改札内トイレ横（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 京王永山駅 東京都多摩市永山１ー１８−１

Ａ　ＬｏＴ　京王永山 駅売店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－１８－１ 改札口

QBハウス　京王リトナード永山店 サービス店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－１８－１ 京王リトナード永山

ビアードパパ　京王リトナード永山店 物販店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－１８－１ 京王リトナード永山

プチラフィネ　京王リトナード永山店 サービス店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－１８－１ 京王リトナード永山

フラワーショップ京王　永山店　 物販店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－１８－１ 京王リトナード永山

モスバーガー　京王リトナード永山店 飲食店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－１８－１ 京王リトナード永山

ルパ　永山店　 物販店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－１８－１ 京王リトナード永山
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永山駅駐輪場 駐輪場 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－１８－１

京王ストアエクスプレス　永山店　 コンビニ 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－１８－１ 京王リトナード永山

ヒューマックスパビリオン永山 駐車場 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－３－４

グリナード永山　八洋 飲料自販機 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－４－１グリナード永山　２Ｆエントランス

ダッキーダックケーキショップ　永山店 飲食店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－４グリナード永山　１Ｆ

牛角　京王永山店 飲食店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－５ベルブ永山２０２

佐伯書店 物販店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山１－８－３

ｔｏｓｈ サービス店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山２－１６－１リーゼンハイム１０６

（株）マイプリント　（ダイドー） 飲料自販機 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山６－１１－６

ケル（株） 飲料自販機 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山６－１７－７

㈱美多加堂　本社２階 飲料自販機 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市永山７－２－１

京王バス多摩営業所執務室　（サントリー） 飲料自販機 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市南野１－１－１

京王バス南　多摩営業所　（伊藤園） 飲料自販機 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市南野１－１－１ 休憩室

京王バス南　多摩営業所　（サントリー） 飲料自販機 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市南野１－１－１

京王バス南　多摩営業所　コカ・コーラ 飲料自販機 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市南野１－１－１

京王バス南（株）　多摩営業所　（ダイドー） 飲料自販機 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市南野１－１－１

京王電鉄バス　多摩営業所社員食堂 飲食店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市南野１－１－１ 営業所内食堂

京王電鉄バス車両整備工場ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 多摩センター駅 東京都多摩市南野１－１－１

桜ヶ丘記念病院　４Ｆ食堂 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市連光寺１－１－１ 病院内食堂

サンリ薬局　みゆき橋店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市連光寺１－８－６

タイムズ　多摩連光寺 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市連光寺２－１８

サンリ薬局　多摩店 物販店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市連光寺２－１９－８

タイムズ　聖ヶ丘病院・聖の郷 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市連光寺２－６９－６

聖ヶ丘病院 サービス店 相模原線 京王永山駅 東京都多摩市連光寺２－６９－６

京王建設桜ヶ丘事務所　（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市和田１８４５－１

京王建設桜ヶ丘事務所ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市和田１８４５－１

タイムズ　コモディイイダ聖蹟和田店 駐車場 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市和田１８４９－１

京王プレッソイン八重洲　（サントリー） 飲料自販機 東京メトロ線 京橋駅 東京都中央区京橋１－４－１

京王プレッソイン八重洲　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 東京メトロ線 京橋駅 東京都中央区京橋１－４－１ １０階

東竜　銀座店 飲食店 東京メトロ線 京橋駅 東京都中央区京橋３－３－１３平和ビル

吉そば　銀座店 飲食店 東京メトロ線 銀座駅 東京都中央区銀座３－９－２銀座ノアビル１F

富士そば　歌舞伎座前店 飲食店 東京メトロ線 東銀座駅 東京都中央区銀座４－１２－１７銀座石川ビル１Ｆ

ノアカフェ　銀座店 飲食店 東京メトロ線 銀座駅 東京都中央区銀座５－８－５　Ｂ１Ｆ

東竜　新富店 飲食店 東京メトロ線 新富町駅 東京都中央区新富１丁目９－１０

京王プレッソイン東銀座　（大蔵屋商事） 飲料自販機 東京メトロ線 築地駅 東京都中央区築地４－７－３

リバーサイド読売ビル診療所 サービス店 東京メトロ線 水天宮前駅 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２リバーゲート１０Ｆ

エイブルパーキング日本橋室町４丁目 サービス店 東京メトロ線 日本橋駅 東京都中央区日本橋室町４－３－４

エンデバー駐車場 駐車場 京王線 仙川駅 東京都調布市入間町１－２４－９

いりま増田屋 飲食店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市入間町２－１－２

りんりん駐輪場　西調布駅前第１ 駐輪場 京王線 西調布駅 東京都調布市上石原１－２５－１０アイティーエーガーデン

西調布ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 西調布駅 東京都調布市上石原１－２５－１７

西調布駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 西調布駅 東京都調布市上石原１－２５－１７

カフェ・ミディピル・トーキョー 飲食店 京王線 西調布駅 東京都調布市上石原１－２７－７ １Ｆ

調布市西調布南第３自転車駐車場 駐輪場 京王線 西調布駅 東京都調布市上石原２－２９－４

ＰＣ　ＤＥＰＯＴ　スマートライフ調布店 物販店 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台１ー３２

ＳＯＲＡ サービス店 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台１－１３－６　１０２
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まいど　柴崎店 飲食店 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台１－２１－１３柴崎ビレッヂ１Ｆ

サンドラッグ　クロスガーデン調布店 物販店 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台１－３３－３

マルカワ　クロスガーデン調布店 物販店 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台１－３３－３ 

ミワリー　Ｐａｒｔ１ サービス店 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台１－９―７

柴崎ファミリークリニック 病院 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台２－２３－５サニーアイランドビル３Ｆ

（株）京王ストア柴崎駅上りホームＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台２－６７－１１

柴崎駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台２－６７－１１ 南口新宿寄り踏切前自販機コーナー内

京王サイクルパーク　柴崎 駐輪場 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台２－６７－３

ＣＰシバザキＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 柴崎駅 東京都調布市菊野台３－１

ティップネス国領 サービス店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町２－１０－１

焼肉牛星　国領店 飲食店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３丁目１－３８ココスクエアビル２Ｆ

ぽぽろクリーニング サービス店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町２－１８－１

タイムズ　国領駅前 駐車場 京王線 国領駅 東京都調布市国領町２－３－８

モスバーガー　国領駅前店 飲食店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町２－５-１５

ココカラファイン薬局　国領店 物販店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町２－５－１５　１Ｆ

ココスクエア調布屋内駐輪場 駐輪場 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３－１－３８

ココスクエア調布屋外駐輪場① 駐輪場 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３－１－３８

三代目網元　魚鮮水産　国領店 飲食店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３－１－３８ココスクエアビル２Ｆ

ココスクエア調布屋外駐輪場② 駐輪場 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３－１－３９

ココスクエア調布屋外駐輪場③ 駐輪場 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３－１－４０

Ａ　ＬｏＴ　国領 駅売店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３－１８－１ 改札口

ロッカー京王国領駅　Ａ コインロッカー 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３－１８－１

国領駅　証明写真機（日本オート･フォート） 証明写真機 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３－１８－１

アイセイ薬局国領店 物販店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３－３−２０よろずやビル

ぽぽろクリーニング　南店 サービス店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町３－６－４８平山ビル１Ｆ

佐々木クリーニング店 サービス店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町４－１９－６

イタリア料理　ポルトディマーレ 飲食店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町４－４７－９ライオンズマンション

タイムズ調布国領町第５ 駐車場 京王線 布田駅 東京都調布市国領町５－３

京王バス調布営業所パスモ 飲料自販機 京王線 布田駅 東京都調布市国領町６－６

京王バス東（株）　調布営業所 飲料自販機 京王線 布田駅 東京都調布市国領町６－６

京王バス東株式会社調布営業所 飲料自販機 京王線 布田駅 東京都調布市国領町６－６

京王電鉄バス　調布営業所社員食堂 飲食店 京王線 布田駅 東京都調布市国領町６－６ 営業所内食堂

しんわ薬局　狛江通り店 物販店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町８－１－２０

さくら薬局　国領店 物販店 京王線 国領駅 東京都調布市国領町８－２－９ライフタウン国領４号棟

いきなりステーキ　調布店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－３４－２２

パルコ　調布店　【各店舗】 商業施設 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－３８－１ ※電子マネーが利用できない店舗を除く

ドトールコーヒー　調布北口店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－１２－７小笠原ビル１Ｆ

ＣｏＣｏ壱番屋　京王調布駅北口店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－１３－１１

京王調布小島町ビル　２Ｆ 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－３２－２

京王調布小島町ビル　４Ｆ 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－３２－２

京王調布小島町ビル　５F 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－３２－２

京王調布小島町ビル　６Ｆ 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－３２－２

クオール薬局　調布店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－３５－１１

回転寿司たいせい　調布北口店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－３５－３濱乃家ビル１Ｆ

有限会社勝文堂 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町１－３８－１

京王ＩＴソリューションズ　サントリー 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－３２－１
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ビックカメラ　京王調布店 商業施設 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－４８－６ トリエ京王調布　B館

調布駅周辺開発Ｂ館駐輪場１号機 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－４８－６ トリエ京王調布　Ｂ館

サンドラッグ　コスメプラス調布店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－５１－３ロイヤルプラザ１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　調布駅南口店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－５１－３ロイヤルプラザ２Ｆ 

サンドラッグ　調布東急店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－５２－１

モスバーガー　調布南口店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－５６－２

調布市立調布西第２路上自転車等駐車場 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－５９－３１

ＡＳＤトリエ京王調布　（八洋） 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－６１－１ トリエ京王調布　Ｃ館１階搬入出入口

ＡＳＤトリエ京王調布　C館1階搬入出入口　（八洋） 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－６１－１ トリエ京王調布　Ｃ館

トリエ京王調布　立体駐車場 駐車場 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－６１－１ トリエ京王調布　Ｃ館

調布駅周辺開発Ｃ館駐輪場１号機 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－６１－１ トリエ京王調布　Ｃ館

調布駅周辺開発Ｃ館駐輪場２号機 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－６１－１ トリエ京王調布　Ｃ館

調布駅周辺開発Ｃ館駐輪場３号機 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－６１－１ トリエ京王調布　Ｃ館

Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｔｔｙｓａｒｋ調布 サービス店 京王線 調布駅 東京都調布市小島町３－９２－１１大成ビル２階

調布市立調布西第３自転車駐車場 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２－２７－４

トリエ京王調布　調布サウスゲートビル　【各店舗】 商業施設 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２丁目４８－２６ ※電子マネーが利用できない店舗を除く

トリエ京王調布　Ｂ館　【各店舗】 商業施設 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２丁目４８－６ ※電子マネーが利用できない店舗を除く

トリエ京王調布　Ｃ館　【各店舗】 商業施設 京王線 調布駅 東京都調布市小島町２丁目６１－１ ※電子マネーが利用できない店舗を除く

富士フイルムイメージングプロテック（サントリーフーズ） 飲料自販機 京王線 柴崎駅 東京都調布市柴崎１－６７－１

くすの木薬局 物販店 京王線 西調布駅 東京都調布市下石原２－３２－２

サンドラッグ　下石原店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市下石原２－６１－１ 

日光クリーニング　調布本店 サービス店 京王線 調布駅 東京都調布市下石原２－６２－２

温野菜　西調布店 飲食店 京王線 西調布駅 東京都調布市下石原３－１１－１ キッチンコート西調布

牛角　西調布キッチンコート店 飲食店 京王線 西調布駅 東京都調布市下石原３－１１－１

さくら薬局　調布店 物販店 京王線 西調布駅 東京都調布市下石原３－４０－８

タイムズ　深大寺北町第２ 駐車場 京王線 西調布駅 東京都調布市深大寺北町７－２８

サンマルク　調布深大寺店 飲食店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市深大寺東町１－１－１

いきなりステーキ　三鷹東八道路店 飲食店 ＪＲ線 三鷹駅 東京都調布市深大寺東町８－３３－１

調布ランドリー　深大寺支店 サービス店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市深大寺東町２－１０－３５

深大寺カフェ 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市深大寺元町１－１１－１ 深大にぎわいの里

ｃａｆｅ　ＤＯＭＩＴＯＬＩ 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市深大寺元町１－１４－８

神代植物公園　ガーデンビューロー売店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市深大寺元町５－３１－１０

神代植物公園　ばら売店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市深大寺元町５－３１－１０

神代植物公園　芝生売店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市深大寺元町５－３１－１０

神代植物公園　駐車場（改造） 駐車場 京王線 調布駅 東京都調布市深大寺元町５－３１－１０

神代植物公園　駐車場（出口） 駐車場 京王線 調布駅 東京都調布市深大寺元町５－３１－１０

タイムズ深大寺第７ 駐車場 京王線 調布駅 東京都調布市深大寺元町２ー３３

神代植物公園第二駐車場 駐車場 京王線 調布駅 東京都調布市深大寺元町５－３０

神代植物公園第一駐車場 駐車場 京王線 調布駅 東京都調布市深大寺北町１－４

猿田彦珈琲　アトリエ仙川 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４８－３

仙川整形外科 サービス店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町３－２－４ウィステリア仙川１階Ａ

メガネのナカエ 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１１－１７

仙川第二駐車場 駐車場 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１０

仙川薬局 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１１－１１

西友仙川店お客様駐輪場（A) 駐輪場 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１１－１８

西友仙川店お客様駐輪場（B) 駐輪場 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１１－１８
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

ドトールコーヒー　京王仙川店 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１２－１４

李記　担担麺食堂 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１２－１５

海鮮三崎港　仙川 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１２－４３

サンドラッグ　仙川店 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１２－４４ 

メンズツカモト 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１３－１２

大衆割烹　うなぎ　三進 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１４－２０

ＣｏＣｏ壱番屋　京王仙川駅前通店 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１５－３　８号　鍋屋ビル

Ｓｗｅｅｔｓ　Ｍｏｄｅ　仙川店 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１８－１４ フレンテ仙川１Ｆ

アートマンアートマン　コスメ仙川店　 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１８－１４ フレンテ仙川

ココカラファイン薬局　仙川調剤店 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１８－２

せい家　仙川店 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１８－４

りんりん駐輪場　仙川駅前第１ 駐輪場 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１９－７

タイムズ仙川第８ 駐車場 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－２７０

ルパ　仙川店　 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４２－１４

エコステーション２１　フレンテ仙川駐輪場 駐輪場 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３

仙川駅　証明写真機（日本オート･フォート） 証明写真機 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３

仙川駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３

ＦａＳＳ　フレンテ仙川店　 サービス店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３－１ フレンテ仙川２Ｆ

おむすび権米衛　フレンテ仙川店 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３－１

ファストネイル　フレンテ仙川店　 サービス店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３－１ フレンテ仙川２Ｆ

銀座コージーコーナー仙川店 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３－１ 京王ストア内

啓文堂書店　仙川店　 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３－１

温野菜　仙川店 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４７－１１パール仙川２

フレッシュネスバーガー　仙川店 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４８－１ピポット仙川１

仙川商店街協同組合　ハーモニーパーキング 駐車場 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－６－１０

仙川町　伊藤食品 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－９－６１

グレース薬局　仙川店 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町２－１２－６アヴェニール仙川１

タイムズ　仙川第４ 駐車場 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町３－１０

富士そば　仙川店 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町３－１－４

タイムズ　仙川第６ 駐車場 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町３－２

矢野調剤薬局　仙川店（薬局共創未来） 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町３－２－４ウイステリア仙川１Ｆ

海鮮三崎港　仙川店　 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－１２－４３

センチュリー薬局 薬局・薬店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－２０－１６

調布市仙川南自転車駐車場 駐輪場 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－２０－１７

京王食品ルパ仙川店ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４２－１４

ばななスタンド　仙川店 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３

仙川駅下りＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３

仙川駅上りＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３

とんかつ新宿さぼてん　仙川京王ストア店 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１－４３－１

ハラジマ　仙川店 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市仙川町１丁目１６－５

ライオンズマンション調布 サービス店 京王線 調布駅 東京都調布市染地２

株式会社京王設備サービス 飲料自販機 相模原線 京王多摩川駅 東京都調布市多摩川４－４１－１

鹿島技術研究所西調布実験場　（ダイドー） 飲料自販機 相模原線 京王多摩川駅 東京都調布市多摩川１－３６－１

京王多摩川駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 相模原線 京王多摩川駅 東京都調布市多摩川４－４０－１ 構内１Ｆ

多摩川駅ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 相模原線 京王多摩川駅 東京都調布市多摩川４－４０－１

調布市立京王多摩川自転車等駐車場　集中精算機 駐輪場 相模原線 京王多摩川駅 東京都調布市多摩川５－８－１４
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

調布市立京王多摩川自転車等駐車場　定期更新機 駐輪場 相模原線 京王多摩川駅 東京都調布市多摩川５－８－１４

タイムズ　調布センタービル 駐車場 京王線 調布駅 東京都調布市調布ケ丘１－１８

サンドラッグ　調布ヶ丘店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市調布ヶ丘１－１８－１

電気通信大学　本部　第５号館１Ｆ喫煙所（ＣＭ） 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市調布ヶ丘１－５－１

魚と酒菜　猿側 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市調布ケ丘２－２－２原島ハイツ１０４

調布ランドリー サービス店 京王線 調布駅 東京都調布市調布ケ丘４－４２－２

飛田給薬局 物販店 京王線 飛田給駅 東京都調布市飛田給１－１１－１ソフィア調布１０３

調布市飛田給北自転車駐車場 駐輪場 京王線 飛田給駅 東京都調布市飛田給１－４１

タイムズ　飛田給第２ 駐車場 京王線 飛田給駅 東京都調布市飛田給１－４１－１０

Ｋ－ＳＨＯＰ　飛田給店 コンビニ 京王線 飛田給 東京都調布市飛田給１－４２－１１

京王飛田給駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 飛田給駅 東京都調布市飛田給１－４２－１１

飛田給駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 飛田給駅 東京都調布市飛田給１－４２－１１

タカチホメディカル 物販店 京王線 飛田給駅 東京都調布市飛田給１－４５－４

スーパースポーツゼビオ調布東京スタジアム 物販店 京王線 飛田給駅 東京都調布飛田給１－３４－１７

味の素スタジアム／アミノバイタルフィールド（ＪＢ） 飲料自販機 京王線 飛田給駅 東京都調布市西町３２６－３

りんりん駐輪場　つつじヶ丘駅前第１ 駐輪場 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３２－２１

つつじケ丘整体ＧＵＣＣＨＹ′Ｓ サービス店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３２－７プラムコート１階

日高屋　つつじヶ丘店 飲食店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３３－１２タムラ第一ビル１階

フクちゃんパークつつじヶ丘 駐車場 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３３－２

ぎょうざの満洲　つつじヶ丘北口店 飲食店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３４－１小幡ビル１Ｆ

Ａ　ＬｏＴ　つつじヶ丘北口 駅売店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－１

シェ レカミエ 京王リトナードつつじヶ丘店　 物販店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－１ 京王リトナードつつじヶ丘

すし三崎港　京王リトナ－ドつつじヶ丘　 飲食店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－１ 京王リトナードつつじヶ丘

つつじヶ丘駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－１

トモズ　京王リトナードつつじヶ丘店 物販店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－１ 京王リトナードつつじヶ丘

フラワーショップ京王　つつじヶ丘店　 物販店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－１ 京王リトナードつつじヶ丘

ルパ　つつじヶ丘店　 物販店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－１ 京王リトナードつつじヶ丘

京王ストアエクスプレス　つつじヶ丘店　 コンビニ 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－１ 京王リトナードつつじヶ丘

啓文堂書店　つつじヶ丘店　 物販店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－１ 京王リトナードつつじヶ丘

万葉そば　つつじヶ丘店 飲食店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－１ 京王リトナードつつじヶ丘

エコステーション２１　つつじヶ丘駅北口 駐輪場 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－２９

ドトールコーヒー　つつじヶ丘店 飲食店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５－２９

エコステーション２１　京王つつじヶ丘（地下） 駐輪場 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５ほか

エコステーション２１　京王つつじヶ丘（地上） 駐輪場 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘３－３５ほか

マリンサイクル　つつじヶ丘駅前駐輪場 駐輪場 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市西つつじヶ丘４－５－５

東京スタジアム武蔵野の森総合スポーツプラザ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 飛田給駅 東京都調布市西町２９０－１１

東京スタジアム　西競技場ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 飛田給駅 東京都調布市西町３７６－３

野川公園駐車場 駐車場 西武線 新小金井駅 東京都調布市野水１

丘の上薬局　つつじヶ丘店 物販店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市東つつじヶ丘１－２－４OGビル１階

つつじヶ丘駅南口第１自転車駐車場　事前精算機 駐輪場 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市東つつじヶ丘２－４－１

つつじヶ丘駅南口第１自転車駐車場　定期更新機 駐輪場 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市東つつじヶ丘２－４－１

つつじヶ丘駅南口西自転車駐車場 駐輪場 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市東つつじヶ丘４丁目

有限会社白井米店 物販店 京王線 西調布駅 東京都調布市富士見町３－３－４５

ニューヨーカーズ・カフェ　調布北口店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－４１－２原政ビル１Ｆ

塚田農場　調布北口店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－４１－２原政ビル３Ｆ

四十八漁場　調布駅前店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－２－１
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

てけてけ　調布北口駅前店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－４１－２原政ビルＢ１

マルホランド サービス店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－１７－１

食パン専門店高匠　調布店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－２－３田口ビル１Ｆ

タイムズ調布駅北口パーキング 駐車場 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－３２

牛角　調布店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－３５－３ダイモンビル１Ｆ

真光書店　北口本店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－３６－８

ＴＢＣ　調布駅前店 サービス店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－３６－８調布北口真光ビル３Ｆ

ＡＵＢＥ　ｈａｉｒ　調布 サービス店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－３７－１５清水ビル５階

温野菜　調布店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－３９－１間橋ビルＢ１Ｆ

日高屋　調布北口店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－３９－７永祥ビル１階

土間土間　調布店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－４１－２原政ビル４Ｆ

谷中商店　ＮＯ．２ 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－４３－２

ＳＯＬＥ　調布店 サービス店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－４３－２グレースメゾン谷中Ｎ３

調布メガネセンター 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－４３－３オリエント１０７

調布駅北口整骨院 サービス店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１－４３－３オリエントマンション１

サイクルベースあさひ　調布店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市布田１丁目６－１

調布市立調布東第１路上自転車等駐車場 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市布田３－５６－１

調布東第１路上自転車駐車場　定期更新機 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市布田３－５６－１

京王線　調布駅（サントリー） 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市布田４

ドトールコーヒー　調布南口店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－１７－１０

大戸屋ごはん処　調布南口店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－１８－１原ビル B1F

カレーショップＣ＆Ｃ　調布南口店 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－２－１

アミューズランドモナコ　調布駅前店 サービス店 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－２－２２０

タイムズ　布田４丁目 駐車場 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－３１

京王コインパーク　調布南第２ 駐車場 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－３－１８

ルパ　調布店　 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－３２－１

京王ストアエクスプレス　調布店　 コンビニ 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－３２－１ 中央口

調布駅　コインロッカー　A コインロッカー 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－３２－１ 中央口通路

調布駅　コインロッカー　Ｂ コインロッカー 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－３２－１

調布駅　コインロッカー　Ｃ コインロッカー 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－３２－１

調布駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－３２－１ 改札内自販機コーナー

調布駅　証明写真機（日本オート･フォート） 証明写真機 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－３２－１ 東口

調布駅東口ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－３２－１

トリエ京王調布　（サントリー） 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－４－２２

トリエ京王調布　Ａ館３階休憩室①　（八洋） 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－４－２２ トリエ京王調布　Ａ館３階休憩室

トリエ京王調布　Ａ館３階休憩室②　（八洋） 飲料自販機 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－４－２２ トリエ京王調布　Ａ館３階休憩室

調布駅周辺開発Ａ館駐輪場１号機 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－５－９

調布駅周辺開発Ａ館駐輪場２号機 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－５－９

調布駅周辺開発Ａ館駐輪場３号機 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－５－９

調布駅周辺開発Ａ館駐輪場４号機 駐輪場 京王線 調布駅 東京都調布市布田４－５－９

トリエ京王調布　改札階１F　【各店舗】 商業施設 京王線 調布駅 東京都調布市布田４丁目４－２２ ※電子マネーが利用できない店舗を除く

ハラジマ　調布店 物販店 京王線 調布駅 東京都調布市布田４丁目１７－１０セントラルレジデンス調布１０３

ＳＥＩＪＯＩＳＨＩＩ　ＳＴＹＬＥ　ＤＥＬＩ＆ＣＡＦＥ　※旧コード 飲食店 京王線 調布駅 東京都調布市布田４丁目４－２２ トリエ京王調布Ａ

トリエ京王調布　Ａ館　【各店舗】 商業施設 京王線 調布駅 東京都調布市布田４丁目４－２２ ※電子マネーが利用できない店舗を除く

木曽路　調布店 飲食店 京王線 国領駅 東京都調布市八雲台２－７－１

モスバーガー　島忠仙川店 飲食店 京王線 仙川駅 東京都調布市若葉町２－１－７
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島忠ホームズホームセンター　仙川店 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市若葉町２－１－７

島忠ホームズ家具　仙川店 物販店 京王線 仙川駅 東京都調布市若葉町２－１－７

タイムズ　島忠ホームズ仙川 駐車場 京王線 仙川駅 東京都調布市若葉町２－２

タイムズ　島忠ホームズ仙川店４Ｆ事前精算機 駐車場 京王線 仙川駅 東京都調布市若葉町２－２

タイムズ　島忠ホームズ仙川店５Ｆ事前精算機 駐車場 京王線 仙川駅 東京都調布市若葉町２－２

タイムズ　島忠ホームズ仙川店６Ｆ事前精算機 駐車場 京王線 仙川駅 東京都調布市若葉町２－２

タイムズ　調布若葉町第３ 駐車場 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市若葉町３－１０

ヘアアンドスマイル　ピーマン サービス店 京王線 つつじヶ丘駅 東京都調布市若葉町３－１０－５ルーブル若葉町１０１

富士そば　飯田橋駅前 飲食店 ＪＲ線 飯田橋駅 東京都千代田区飯田橋４－９－１０飯田橋第一ビル

富士そば　神田店 飲食店 ＪＲ線 神田駅 東京都千代田区内神田３－２０－７有美ビル

もうやんカレーおおてまち 飲食店 東京都交通局 大手町駅 東京都千代田区大手町１－１－２大手門タワーＥＮＥＯＳビルＢ１

坦々香麺　紅棗 飲食店 東京メトロ線 大手町駅 東京都千代田区大手町１－５－５ＯＯＴＥＭＯＲＩ　Ｂ２Ｆ

クオール薬局　読売新聞東京本社店 物販店 東京メトロ線 大手町駅 東京都千代田区大手町１－７－１読売新聞ビル３階

ＪＦＥ商事ビル１０F　（ダイドー） 飲料自販機 東京メトロ線 三越前駅 東京都千代田区大手町２－７－１

ＪＦＥ商事鋼管管材　（八洋） 飲料自販機 東京メトロ線 三越前駅 東京都千代田区大手町２－７－１

ナチュラルローソンクオール薬局 神田鍛冶町二丁目店 物販店 ＪＲ線 神田駅 東京都千代田区鍛冶町２－３－２神田センタービル１階

日本郵政スタッフ　ＪＳＰコピーセンター　霞が関店 物販店 東京メトロ線 虎ノ門駅 東京都千代田区霞が関１－３－２日本郵政本社ビル地下１階

富士そば　昭和通り店 飲食店 ＪＲ線 秋葉原駅 東京都千代田区神田和泉町１－２秋山ビル

カレーショップＣ＆Ｃ　秋葉原店 飲食店 ＪＲ線 秋葉原駅 東京都千代田区神田佐久間町１－２４

富士そば　お茶の水店 飲食店 ＪＲ線 御茶ノ水駅 東京都千代田区神田駿河台２－２－１国井ビル１Ｆ

みずほ銀行　システム開発 飲料自販機 東京メトロ線 竹橋駅 東京都千代田区神田錦町２－３

みずほ銀行　システム開発　１Ｆ左 飲料自販機 東京メトロ線 竹橋駅 東京都千代田区神田錦町２－３

富士そば　水道橋店 飲食店 ＪＲ線 水道橋駅 東京都千代田区神田三崎町２－１－１６

文藝春秋ストックルーム 物販店 東京メトロ線 麹町駅 東京都千代田区紀尾井町３－２３文芸春秋新館１階

富士そば　市ヶ谷五番町店 飲食店 ＪＲ線 市ヶ谷駅 東京都千代田区五番町番町６－６赤坂ビル

富士そば　秋葉原電気街店 飲食店 ＪＲ線 秋葉原駅 東京都千代田区外神田１－１４－１宝田中央通ビル

猫カフェ　モカ　秋葉原店 飲食店 東京メトロ線 末広町駅 東京都千代田区外神田４－４－３秋葉原ＳＩＬビル２

Ｍマート　衆議院店 物販店 東京メトロ線 永田町駅 東京都千代田区永田町１－７－１衆議院第一別館Ｂ１階

文化堂　国立劇場店 物販店 東京メトロ線 半蔵門駅 東京都千代田区隼町４－１

イン・ヴィーノ・ヴェリタス 物販店 東京メトロ線 永田町駅 東京都千代田区平河町２－７－１塩崎ビルB１F

富士そば秋葉原店 飲食店 東京メトロ線 秋葉原駅 東京都千代田区神田平河町４－８

クオール薬局　ビックカメラ有楽町店 物販店 ＪＲ線 有楽町駅 東京都千代田区有楽町１－１１－１ ３階

カレーショップＣ＆Ｃ　有楽町店 飲食店 ＪＲ線 有楽町駅 東京都千代田区有楽町２－９－１４ ＪＲ有楽町駅京橋口改札前

番町１番館　ユカ 飲料自販機 ＪＲ線 四ッ谷駅 東京都千代田区六番町１

クオール薬局　ライフ千川駅前店 物販店 東京メトロ線 千川駅 東京都豊島区要町３－４５－４

富士そば　駒込店 飲食店 ＪＲ線 駒込駅 東京都豊島区駒込２－１９０

富士そば　巣鴨駅前店 飲食店 ＪＲ線 巣鴨駅 東京都豊島区巣鴨２－１－１

玉屋　巣鴨 物販店 ＪＲ線 巣鴨駅 東京都豊島区巣鴨３－２０－１６月岡ビル１Ｆ

猫カフェ　モカ　池袋西口店 飲食店 ＪＲ線 池袋駅 東京都豊島区西池袋１－１５－６豊島会館３階

富士そば　池袋西口店 飲食店 ＪＲ線 池袋駅 東京都豊島区西池袋１－２６－３ 池袋津村ビル

猫カフェ　モカ　池袋東口店 飲食店 ＪＲ線 池袋駅 東京都豊島区東池袋１－２２－５サンケエビル４Ｆ

富士そば　池袋東口店 飲食店 ＪＲ線 池袋駅 東京都豊島区東池袋１－２－７

富士そば　池袋店 飲食店 ＪＲ線 池袋駅 東京都豊島区東池袋１－８－７東靖ビル１階

カフェ・ド・クリエ　京王プレッソイン池袋店 飲食店 ＪＲ線 池袋駅 東京都豊島区南池袋２－２９－１１ １階

富士そば　大塚駅前店 飲食店 ＪＲ線 大塚駅 東京都豊島区南大塚３－５５－１第３田村ビル

ナチュラルローソンクオール薬局　目白三丁目店 物販店 ＪＲ線 目白駅 東京都豊島区目白３－４－１４
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

富士そば　新井薬師店 飲食店 西武線 新井薬師前駅 東京都中野区上高田３－４１－８駅前共同ビル１階

山城たばこ店 飲料自販機 西武線 鷺ノ宮駅 東京都中野区鷺宮３－２１－１３

富士そば　中野店 飲食店 ＪＲ線 中野駅 東京都中野区中野５－６５－１２

ダイソー　ユニゾンモール東中野店　 物販店 ＪＲ線 東中野駅 東京都中野区東中野５－１－１

上島珈琲店　東中野店 飲食店 ＪＲ線 東中野駅 東京都中野区東中野５－１－１ユニゾンモール東中野１Ｆ

京王バス中野営業所　（サントリー） 飲料自販機 東京メトロ線 中野富士見町駅 東京都中野区弥生町２－５１－９

京王バス東　（キリンビバレッジ） 飲料自販機 東京メトロ線 中野富士見町駅 東京都中野区弥生町２－５１－９ 休憩室

京王バス東　（キリンビバレッジ） 飲料自販機 東京メトロ線 中野富士見町駅 東京都中野区弥生町２－５１－９ 外

京王バス東　中野営業所　（八洋） 飲料自販機 東京メトロ線 中野富士見町駅 東京都中野区弥生町２－５１－９

京王バス中野営業所　（サントリー） 飲料自販機 東京メトロ線 中野富士見町駅 東京都中野区弥生町５－２５

京王バス　中野営業所食堂 飲食店 東京メトロ線 中野富士見町駅 東京都中野区弥生町５－２６－１

京王バス株式会社　中野営業所　（サントリー） 飲料自販機 東京メトロ線 中野富士見町駅 東京都中野区弥生町５－２６－１

いまくま調剤薬局（薬局共創未来） 物販店 東京メトロ線 方南町駅 東京都中野区南台３-３２-５北斗中野ビル１Ｆ

西東京バス㈱氷川車庫　（伊藤園） 飲料自販機 ＪＲ線 奥多摩駅 東京都西多摩郡奥多摩町２３１

株式会社サンテック　（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 箱根ヶ崎駅 東京都西多摩郡瑞穂町長岡２－１－１０

白洋舎　京王府中店 サービス店 京王線 府中駅 東京都西東京市芝久保町３－２－１

大泉中央公園駐車場 駐車場 東武線 成増駅 東京都練馬区大泉学園町９－４－３

富士そば　石神井公園前店 飲食店 西武線 石神井公園駅 東京都練馬区石神井町３－２４－９山喜ビル

石神井公園第二駐車場 駐車場 西武線 石神井公園駅 東京都練馬区石神井町５－１７

石神井公園第一駐車場 駐車場 西武線 石神井公園駅 東京都練馬区石神井町５－２０

富士そば　富士見台店 飲食店 西武線 富士見台駅 東京都練馬区貫井３－２－８

光が丘公園駐車場 駐車場 東京都交通局 光が丘駅 東京都練馬区光が丘４－１－１

城北中央公園駐車場 駐車場 東武線 上板橋駅 東京都練馬区氷川台１－２

京王プラザホテル八王子　プラフォン　 ホテル ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町１４－１

京王プラザホテル八王子　フロント　 ホテル ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町１４－１

京王プラザホテル八王子　みやま　 ホテル ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町１４－１

京王プラザホテル八王子　ルクレール　 ホテル ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町１４－１

京王プラザホテル八王子　ロビーラウンジ　 ホテル ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町１４－１

京王プラザホテル八王子　南園　 ホテル ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町１４－１

京王プラザホテル八王子（八洋） 飲料自販機 ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町１４－１

タイムズ　京王プラザホテル八王子 駐車場 ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町１５

富士そば　八王子店 飲食店 ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町２－６第一ロダンビル１階

餃子酒場　八王子店 飲食店 ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町６－４キャッスルビル１階

ＴＢＣ　八王子店 サービス店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市旭町１２－４日本生命八王子ビル２Ｆ

京王プラザホテル八王子ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市旭町１４－１

ＰＭパーキング八王子第一 駐車場 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市上野町３４-1

タイムズ　八王子打越町 駐車場 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町１０７６－１

さくら薬局　打越店 物販店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町１１９７－１ステップコートはけした

京王設備サービス技術　総合訓練センター缶 飲料自販機 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町１９９－２

北野　増田屋 飲食店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町２０１４－６

京王建設㈱　北野管理所（３６６２４３）　（八洋） 飲料自販機 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町２２０－２

京王コインパーク　北野第２ 駐車場 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３３－１

Ａ　ＬｏＴ　北野 駅売店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１ 改札内

ＮＡＫＡＹＡＭＡ　ＤＲＵＧ 物販店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１ 京王リトナード北野

北野駅　コインロッカー　Ａ コインロッカー 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１

フラワーショップ京王　北野店　 物販店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１ 京王リトナード北野
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

フレッシュネスバーガー　北野店 飲食店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１ 京王リトナード北野

ルパ　北野店　 物販店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１ 京王リトナード北野

越後そば　京王リトナード北野店 飲食店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１ 京王リトナード北野

京王サイクルパーク　北野駅南 駐輪場 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１

金子園　八王子北野店 物販店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１ 京王リトナード北野

啓文堂書店　北野店　 物販店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１ 京王リトナード北野

北野駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１ 改札口付近

ドトールコーヒー　北野駅前店 飲食店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３４４－５クリヤマ北野ビル

イタリアン＆カフェ　マチェマチェ 飲食店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３４７－３安井ビル１０１

北野駅売店ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３２９

京王ストア北野店ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３３５－１

中山薬局　北野駅前店 物販店 京王線 北野駅 東京都八王子市打越町３４４－６カリヨンプラス１

ＮＥＸＣＯ中日本八王子保全サービスＣＴＲ 飲料自販機 ＪＲ線 北八王子駅 東京都八王子市宇津木町２８７－１

中日本高速道路株式会社　八王子支社（MPソリューション） 飲料自販機 ＪＲ線 北八王子駅 東京都八王子市宇津木町２３１

トゥールズ　東京造形大学売店 物販店 ＪＲ線 八王子みなみ野駅 東京都八王子市宇津貫町１５５６ 東京造形大学内

ＭＡＸクリーニング　大塚店 サービス店 多摩モノレール線 大塚・帝京大学駅 東京都八王子市大塚５５５

クリーニング　アート サービス店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市大和田町６－３－２２

東京工科大学　研究棟Ａ　（ブルボン） 飲料自販機 ＪＲ線 八王子みなみの駅 東京都八王子市片倉町１４０１－１

東京工科大学　片柳研究所　（ブルボン） 飲料自販機 ＪＲ線 八王子みなみの駅 東京都八王子市片倉町１４０１－１

学校法人片柳学園　研究棟Ｂ　４Ｆラウンジ（ＭＰＳ） 飲料自販機 高尾線 京王片倉駅 東京都八王子市片倉町１４０４－１

学校法人片柳学園　研究棟Ｃ　３階 飲料自販機 高尾線 京王片倉駅 東京都八王子市片倉町１４０４－１

学校法人片柳学園　厚生課１Ｆ喫煙コーナー 飲料自販機 高尾線 京王片倉駅 東京都八王子市片倉町１４０４－１

学校法人片柳学園　片柳研究棟　５Ｆ自販機コーナー 飲料自販機 高尾線 京王片倉駅 東京都八王子市片倉町１４０４－１

片倉駅　証明写真機（日本オート･フォート） 証明写真機 高尾線 京王片倉駅 東京都八王子市片倉町３９－４

ブーランジェリー　アツシ 物販店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市上柚木２－１１２－９

ＮＴＢ川町折返場缶　（コカ･コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市川町１２８－２８８ ＮＴＢ川町折返場

わくわくビレッジ１Ｆ　（コカ･コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市川町５５

わくわくビレッジ１Ｆ　Ｎｏ１　（コカ･コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市川町５５

わくわくビレッジ２Ｆ　（コカ･コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市川町５５

わくわくビレッジ３Ｆ浴室入口　（コカ･コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市川町５５

わくわくビレッジ３F浴室入口２　（コカ･コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市川町５５

高尾の森わくわくビレッジ　２F　（ＦＶイースト） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市川町５５

高尾の森わくわくビレッジ　カフェテリアろんたん 飲食店 高尾線 高尾駅 東京都八王子市川町５５

フローリスト　サニープレイス北野 物販店 京王線 北野駅 東京都八王子市北野町５４５－３コピオ北野１Ｆ

ビジョンメガネ　コピオ北野店 物販店 京王線 北野駅 東京都八王子市北野町５４５番地の３コピオ北野１階

ピッツェリア　ルーナマーレ 飲食店 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市椚田町５３５－１３澤田ビル１Ｆ

ＡＯＫＩ　八王子めじろ台店 物販店 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市椚田町５７２－１０

あい薬局（薬局共創未来） 物販店 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市椚田町５８８－１６

タックルベリー　八王子めじろ台店 物販店 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市椚田町５９２－１０

サイクルベースあさひ　めじろ台店 物販店 京王線 めじろ台駅 東京都八王子市椚田町５２９－７

ＰＭパーク　小宮駅前 駐車場 ＪＲ線 小宮駅 東京都八王子市小宮町７８３－１０

コムシス八王子ＴＳ　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市散田町４－５－９

西東京バス恩方営業所　（サントリー） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市下恩方町２８１－１

西東京バス恩方営業所　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市下恩方町２８１－１

下恩方調剤薬局 物販店 ＪＲ線 高尾駅 東京都八王子市下恩方町１１４５－１

株式会社渡辺オイスター研究所（ＭＰソリューション） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市下恩方町４９０－３
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太極治療院 サービス店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市下柚木２－３０－１Ｋビレッジ２－１０

モスバーガー　多摩下柚木店 飲食店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市下柚木２－９-７

美容室クィーンⅡ サービス店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市新町９－２茨木ビル１Ｆ

ＰＭパーキング千人町 駐車場 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市千人町２－２－１６

PMパーキング八王子台町 駐車場 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市台町４－１５０－２２

薬王院高尾山護摩受付所　（ヤクルト） 飲料自販機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１７７

ごまどころ　権現茶屋 飲食店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１７７－２

さる・野草園 サービス店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１８１

高尾山スミカ　そば屋 飲食店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１８１

高尾山スミカ　売店 駅売店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１８１

ビアマウント 飲食店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１８１ 高尾山ケーブルカー高尾山駅

高尾山スミカ　 飲食店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１８１

高尾山駅ケーブルカー窓口 物販店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１８１ 高尾山ケーブルカー高尾山駅

山上駅リフト券売機 券売機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１８１ 高尾山エコーリフト山上駅

山上駅リフト窓口 物販店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１８１ 高尾山エコーリフト山上駅

おみやげ処　やまゆり 駅売店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５ 清滝駅売店

山麓駅リフト券売機 券売機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５ 高尾山リフト山麓駅

山麓駅リフト窓口 物販店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５ 高尾山リフト山麓駅

高尾登山電鉄　（アサヒ飲料） 飲料自販機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５ ケーブルカー乗り場

高尾登山電鉄　（コカ・コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５ 清滝駅待合室

高尾登山電鉄　（サントリー） 飲料自販機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５ 高尾山ケーブルカー清滝駅

清滝駅ケーブルカー券売機 券売機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５ 高尾山ケーブルカー清滝駅

清滝駅ケーブルカー窓口 物販店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５ 高尾山ケーブルカー清滝駅

京王高尾山温泉／極楽湯　（コカ・コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２２９－７ １F自販機コーナー

京王高尾山温泉／極楽湯　（コカ・コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２２９－７ 休憩室

京王高尾山温泉／極楽湯　（コカ・コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２２９－７ 女子脱衣所

京王高尾山温泉／極楽湯　（コカ・コーラ） 飲料自販機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２２９－７ 男子脱衣所

京王高尾山温泉／極楽湯　（コカ・コーラ）（カップ） 飲料自販機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２２９－７ １F自販機コーナー

京王高尾山温泉／極楽湯　お食事処 飲食店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２２９－７

高尾山Ｆｕｍｏｔｏｙａ 飲食店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２４１ 駅２Ｆ

高尾山口駅　コインロッカー　Ｂ コインロッカー 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２４１

楓Ｋａｅｄｅ 物販店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２４１ 改札外右側

会席料理　琵琶家 飲食店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２４７０

たこ住 物販店 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２４７９

高尾山　天狗屋 飲食店 京王線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１８１

カフェレストラン　ＳＵＭＩＫＡ　ＴＡＢＬＥ 飲食店 京王線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２１８２

高尾山ケーブルカー　清滝駅　券売機２ 券売機 京王線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５

高尾山リフト　清滝駅　券売機２ 券売機 京王線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５

高尾山駅ケーブルカー　高尾山駅　券売機 券売機 京王線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５

高尾登山電鉄改札口ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 高尾線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２０５

京王高尾山温泉　極楽湯／フロント サービス店 京王線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２２９－７

京王高尾山温泉　極楽湯／券売機 サービス店 京王線 高尾山口駅 東京都八王子市高尾町２２２９－７

西都ヤクルト販売株式会社　（ヤクルト） 飲料自販機 ＪＲ線 北八王子駅 東京都八王子市高倉町６６－２３

京王バス南　寺田車庫①　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 ＪＲ線 八王子みなみ野駅 東京都八王子市寺田町３７４－１ 休憩室

京王バス南　寺田車庫②　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 ＪＲ線 八王子みなみ野駅 東京都八王子市寺田町３７４－１ 通路

京王電鉄バス　寺田支所社員食堂 飲食店 ＪＲ線 八王子みなみの駅 東京都八王子市寺田町３７４－１ 支所内食堂
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京王バス南（株）高尾営業所（サントリービバレッジ） 飲料自販機 京王線 めじろ台駅 東京都八王子市寺田町３７４－１

中山薬局　寺田店 物販店 京王線 めじろ台駅 東京都八王子市寺田町４３２グリーンヒル寺田１０１－１０４

京王電鉄バス　八王子営業所社員食堂 飲食店 京王線 長沼駅 東京都八王子市長沼町１３０４－３ 営業所内食堂

京王電鉄バス　八王子車庫①　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 長沼駅 東京都八王子市長沼町１３０４－３

京王電鉄バス　八王子車庫③　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 長沼駅 東京都八王子市長沼町１３０４－３ 事務所入口

長沼駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 長沼駅 東京都八王子市長沼町７００ 改札外

（株）京王ストア高尾駅コンコースＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２２７

（株）京王ストア長沼駅下りホームＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 長沼駅 東京都八王子市長沼町

（株）京王ストア長沼駅上りホームＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 長沼駅 東京都八王子市長沼町

工学院大学　新２号館２階①　　（八洋） 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市中野町２６６５－１

工学院大学　新２号館２階②　　（八洋） 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市中野町２６６５－１

工学院大学　新２号館３階　　（八洋） 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市中野町２６６５－１

諏佐クリーニング商會 サービス店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市中野山王１－８－１

工学院大学　八王子キャンパス１ 証明書発行機 ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市中野町２６６５－１

NTB楢原営業所　（サントリー） 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市楢原町５９１－１ ＮＴＢ楢原営業所

食堂楢原店 飲食店 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市楢原町５９１－１ 西東京バス楢原営業所

西東京バス　川町折り返し場　　（八洋） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市楢原町５９１－１

西東京バス楢原営業所　（コカ・コーラ） 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市楢原町５９１－１ 西東京バス楢原営業所　３F休憩所

西東京バス楢原営業所　（八洋） 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市楢原町５９１－１ 西東京バス楢原営業所

西東京バス楢原営業所　（八洋） 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市楢原町５９１－１ 西東京バス楢原営業所　第４車庫

恩方病院従業員食堂 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市西寺方町１０５

恩方病院食堂 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市西寺方町１０５

恩方病院西館２階 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市西寺方町１０５

恩方病院北館１階 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市西寺方町１０５

恩方病院北館２階 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市西寺方町１０５

恩方病院北館３階 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市西寺方町１０５

恩方病院本館１階 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市西寺方町１０５

恩方病院本館２階 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市西寺方町１０５

恩方病院本館３階 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市西寺方町１０５

タイムズ　八王子狭間町第２ 駐車場 高尾線 狭間駅 東京都八王子市狭間町１４５４－１

スバル総合研修センター　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 高尾線 狭間駅 東京都八王子市狭間町１４６０ １F

ミスタードーナツ　イトーヨーカドー狭間店 飲食店 高尾線 狭間駅 東京都八王子市狭間町１４６２－１

ＡＲＭＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ 物販店 ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市八幡町１３－１錦ビル１Ｆ

京王コインパーク高尾（伊藤園） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢１２３１－３５

Ａ　ＬｏＴ　高尾第１ 駅売店 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２２７ 改札口

高尾駅　コインロッカー コインロッカー 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２２７

高尾駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２２７ 南口改札外　花屋横

京王サイクルパーク　高尾 駐輪場 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２２７－３

京王ストア高尾店　（八洋） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２２７－３

啓文堂書店　高尾店 物販店 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２２７－３京王高尾ビル２Ｆ

ミィーミ 物販店 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２２７－４高尾パークハイツＡ

たまの里　高尾店　 飲食店 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２３１－１６ 京王高尾クラウン街

ドトールコーヒー　高尾駅前店 飲食店 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２３１－１６ 京王高尾クラウン街

リモーネ高尾店　 物販店 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２３１－１６ 京王高尾クラウン街

ルパ　高尾店　 物販店 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２３１－１６ 京王高尾クラウン街

モスバーガー　高尾南口店 飲食店 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２３１－３５京王高尾ビルアネックス
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長崎らーめん西海　高尾駅前店 飲食店 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２３１－５栄和ビル１階

高尾駅　改札奥（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２２７

京王ストア高尾店ＶＤ２　（伊藤園） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市初沢町１２２７－３

磯丸水産　八王子店 飲食店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市東町１２－８

タイムズ　八王子東浅川町第２ 駐車場 高尾線 狭間駅 東京都八王子市東浅川町５３７－２６

イーアス高尾　（ダイドー） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市東浅川町５５０－１ １階　トラックヤード　（右）

イーアス高尾　（ダイドー） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市東浅川町５５０－１ 1階　通路西１

イーアス高尾　（ダイドー） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市東浅川町５５０－１ １階　通路西１

イーアス高尾　（ダイドー） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市東浅川町５５０－１ 2階　通路中央２　（左）

イーアス高尾　（ダイドー） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市東浅川町５５０－１ 3階　エレベーター室3　（左）

イーアス高尾　（ダイドー） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市東浅川町５５０－１ 屋上　エスカレーター西屋上

イーアス高尾　（ダイドー） 飲料自販機 高尾線 高尾駅 東京都八王子市東浅川町５５０－１ 外部　外部風除外南西

狭間駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 狭間駅 東京都八王子市東浅川町７７３

中央大学多摩キャンパス　２Ｆ食堂 飲食店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 学校内食堂

中央大学多摩キャンパス　３号館文学部事務室前 飲料自販機 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 多摩ＩＴセンター

中央大学多摩キャンパス　５，６号館連絡通路１ 飲料自販機 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 多摩ＩＴセンター

中央大学多摩キャンパス　５，６号館連絡通路２ 飲料自販機 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 多摩ＩＴセンター

中央大学多摩キャンパス　ＴＯＭＢＯＹ 物販店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１

中央大学多摩キャンパス　コープレストラン 飲食店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 学校内食堂

中央大学多摩キャンパス　テラス 飲食店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 学校内食堂

中央大学多摩キャンパス　ニード 飲食店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 学校内食堂

中央大学多摩キャンパス　フラット 飲食店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 学校内食堂

中央大学多摩キャンパス　購買店 物販店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１

中央大学多摩キャンパス　四季 飲食店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 学校内食堂

中央大学多摩キャンパス　書籍店 物販店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１

中央大学多摩キャンパス　日和 飲食店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 学校内食堂

中央大学多摩キャンパス　和おん 飲食店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２－１ 学校内食堂

創価大学　コインロッカー① コインロッカー ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市丹木町１－２３６ 中央教育棟

創価大学　コインロッカー② コインロッカー ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市丹木町１－２３６ 中央教育棟

創価大学　コインロッカー③ コインロッカー ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市丹木町１－２３６ 中央教育棟

サンドラッグ　京王堀之内店 物販店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所１－１－１

ＭＡＸクリーニング　別所店 サービス店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所１－１７－１９

ＥＳ２１　ビア長池Ａ（１） 駐輪場 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所２－１

ＥＳ２１　ビア長池Ａ（２） 駐輪場 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所２－１

ＥＳ２１　ビア長池Ａ（３） 駐輪場 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所２－１

ＥＳ２１　ビア長池Ｂ 駐輪場 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所２－１

サンドラッグ　京王堀之内駅前店 駐輪場 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所２－１

タイムズ　ビア長池第１ 駐車場 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所２－１

タイムズ　ビア長池第２ 駐車場 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所２－１

アイセイ薬局　堀之内駅前店 物販店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所２－２－１

こくみん共済ｃｏｏｐ情報センター 券売機 相模原線 堀之内駅 東京都八王子市別所２－３９－１

ミスタードーナツ　ぐりーんうぉーく多摩店 飲食店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市別所２－５６
京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター（サントリービバレッジ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都多摩市関戸１－１０－１ 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター内

京王堀之内駅　改札前（コカ・コーラ） 飲料自販機 相模原線 堀之内駅 東京都八王子市堀之内３－２４－４

京王電鉄研修センター 飲料自販機 京王線 平山城址公園駅 東京都八王子市堀之内１４１４

京王電鉄研修センター２F食堂　缶 飲料自販機 京王線 平山城址公園駅 東京都八王子市堀之内１４１４
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ＬＬカーサービス サービス店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内２－１６－１０

ダ　ルチアーノ 物販店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内２－１６－９

京王堀之内駅自転車駐車場 駐輪場 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内３－２４

ルパ　堀之内店　 物販店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内３－２４－４

京王ストアエクスプレス　堀之内店　 コンビニ 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内３－２４－４

京王堀之内駅　コインロッカー　Ａ コインロッカー 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内３－２４－４

京王堀之内駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内３－２４－４ 改札出て右側

堀之内駅下りホームＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内３－２４－４

ＭＡＸクリーニング　堀之内駅前店 サービス店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内３－３４－１０

田所商店　京王堀之内店 飲食店 京王線 京王堀之内駅 東京都八王子市堀之内３丁目１－４１

ドトールコーヒーショップ　ＥｎｅＪｅｔ多摩ニュータウン 飲食店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市松木３３－１４

ドン・キホーテ京王堀之内店 駐車場 京王線 京王堀之内駅 東京都八王子市松木３４

タックルベリー　多摩ニュータウン店 物販店 相模原線 京王堀之内駅 東京都八王子市松木５１－６

餃子の王将　南大沢店 飲食店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市松木７３－７

餃子の王将　八王子駅北口店 飲食店 ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市三崎町　３－１４

山田駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 高尾線 山田駅 東京都八王子市緑町４３４

京王山田駅　下りホーム階段下（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 山田駅 東京都八王子市緑町

山田駅ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 山田駅 東京都八王子市緑町４３４

丸源ラーメン　八王子南大沢店 飲食店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢１－２２－１６

南大沢駅北自転車駐輪帯 駐輪場 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢１－４４４

タイムズ　ｆａｂ南大沢 駐車場 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１

Ｋ－Ｓｈｏｐ　南大沢店 コンビニ 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ 改札外

Ｓｗｅｅｔｓ　Ｍｏｄｅ　南大沢店 物販店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ フレンテ南大沢　駅ビル

こだわりや　南大沢店 物販店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ フレンテ南大沢新館２階

スターバックスコーヒー　フレンテ南大沢店 飲食店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ フレンテ南大沢　新館

フレンテ南大沢駐輪場 駐輪場 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６

フロ・プロステージュ　南大沢フレンテ店　 物販店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ 改札内

マツモトキヨシ　フレンテ南大沢店 物販店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ フレンテ南大沢新館２Ｆ

ルパ　南大沢店　 物販店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ フレンテ南大沢　駅ビル

京王バス南㈱　南大沢駅前休憩所　（ダイドー） 飲料自販機 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６

上島珈琲店　南大沢店 飲食店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ フレンテ南大沢　駅ビル

成城石井　フレンテ南大沢店 物販店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢2-1-6 フレンテ南大沢 2F

大戸屋ごはん処　フレンテ南大沢店　 飲食店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ フレンテ南大沢　駅ビル

南大沢駅　コインロッカー コインロッカー 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ 改札内

南大沢駅　コインロッカー コインロッカー 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ 改札外

南大沢駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１－６ 上りホーム

ＭＡＸクリーニング南大沢店 サービス店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－１８－６

サンドラッグ　南大沢店 物販店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－２５

タイムズ　フォレストモール南大沢（出口平面） 駐車場 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－２５

ファーマシーズ　フォレスト南大沢薬局 物販店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－２５

蔦屋書店　南大沢店 物販店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－２５フォレストモール１F

株式会社雅敍造園　南大沢中郷公園　（ダイドー） 飲料自販機 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－２６

ミスタードーナツ　南大沢駅前ショップ 飲食店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢２－２８－１イトーヨーカドー南大沢店１F

京王バス南大沢営業所　（サントリー） 飲料自販機 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢５－２６－１

京王バス南大沢営業所　（ダイドー） 飲料自販機 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢５－２６－１

京王電鉄バス　南大沢営業所社員食堂 飲食店 相模原線 南大沢駅 東京都八王子市南大沢５－２６－１ 営業所内食堂



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

中山薬局　南新町店 物販店 ＪＲ線 八王子駅 東京都八王子市南新町２４－１４

長崎らーめん西海　八王子みなみ野店 飲食店 ＪＲ線 八王子みなみ野駅 東京都八王子市みなみ野１－２－２アクロスモールみなみ野１Ｆ

西東京バス㈱明神町折返場 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－１－７

タイムズ　京王八王子 駐車場 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２６ 京王八王子ＳＣ

Ａ　ＬｏＴ　京王八王子 駅売店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ 中央口改札口

京王八王子駅　証明写真機Ｎｏ１（日本オート･フォート） 証明写真機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１

京王八王子駅　証明写真機Ｎｏ２（日本オート･フォート） 証明写真機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１

京王八王子ショッピングセンター　【各店舗】 商業施設 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ ※電子マネーが利用できない店舗を除く

京王八王子ＳＣ　アサヒ飲料 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ １Ｆバスターミナル通路

京王八王子ＳＣ　アサヒ飲料 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ ２Ｆ駐車場２

京王八王子ＳＣ　アペックス 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ １０Ｆ休憩室

京王八王子ＳＣ　伊藤園 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ ２Ｆ自販機コーナー

京王八王子ＳＣ　キリンビバレッジ 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ １Ｆバスターミナル通路

京王八王子ＳＣ　キリンビバレッジ 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ 京王八王子６F　EVホール

京王八王子ＳＣ　キリンビバレッジ 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ 京王八王子ＳＣ１０Ｆ従業員用

京王八王子ＳＣ　コカ・コーラ 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ ２Ｆ

京王八王子ＳＣ　コカ・コーラ 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ ２Ｆエレベーターホール

京王八王子ＳＣ　コカ・コーラ 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ ９Ｆエレベーターホール

京王八王子ＳＣ　コカ・コーラ 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ 店頭ＣＤ横

京王八王子ＳＣ　サントリー 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ 京王八王子ＳＣ従業員休憩所１Ｆ

京王八王子バスターミナル　詰所 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１

京王八王子バスターミナル停留所　キリン 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１

京王八王子駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１

京王八王子駅　コインロッカー　Ｂ コインロッカー 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１

西東京バス明神町折返場　八洋 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－４

ミスタードーナツ　京王八王子駅前店 飲食店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町４－６－１

メガロス２４　京王八王子駅前 サービス店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町４－６－１３八王子アリーナビルＢ１Ｆ

ＱＯＬサポート　クオール薬局　京王八王子店 物販店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町４－７－１４八王子ｏｎビル１F

日本調剤　八王子薬局 物販店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町４－９－７

京王八王子駅　改札ＥＶ横（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３

（株）京王ストア京王八王子駅ホームＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１

ＫＥＩＯ　ＢＩＺ　ＰＬＡＺＡ　京王八王子 サービス店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町３－２７－１ 京王八王子ショッピングセンター１０階

多摩整骨院　京王八王子院 サービス店 京王線 京王八王子駅 東京都八王子市明神町４－７－１京王駅前ビル３Ｆ

めじろ台駅上りＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台１－１００－１

めじろ台駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台１－１００－１ 改札出て左側

パティスリーメゾン 飲食店 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台１－５－６

タイムズ　八王子めじろ台第２ 駐車場 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台１－８

京王ストアめじろ台店ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台１－９－２

京王ストアめじろ台店休憩室２階ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台１－９－２

有限会社小倉屋酒店 物販店 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台２－１９－１

清水薬局めじろ台南調剤薬局（薬局共創未来） 物販店 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台２－１９－９

サンドラッグ　めじろ台店 物販店 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台３－１－３

タイムズ　山梨中央銀行めじろ台支店 駐車場 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台４－１

京王コインパーク　めじろ台Ａ 駐車場 高尾線 めじろ台駅 東京都八王子市めじろ台４－１１

中央電子（株） 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市元本郷町１－９－９

中央電子株式会社①　（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市元本郷町１－９－９
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

中央電子株式会社②　（タカンナ） 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市元本郷町１－９－９

八王子警察署 飲料自販機 ＪＲ線 西八王子駅 東京都八王子市元本郷町３－１９－１ ３Ｆ給湯室

富士そば　秋津店 飲食店 西武線 秋津駅 東京都東村山市秋津町５－８－２３

久米川北口パーキング 駐車場 西武線 久米川駅 東京都東村山市栄町２－１

久米川北口パーキング（赤） 駐車場 西武線 久米川駅 東京都東村山市栄町１－２－１

京王バス桜ヶ丘営業所　１Ｆ缶 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都日野市落川４－８９８

京王バス桜ヶ丘営業所　２Ｆカップ 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都日野市落川４－８９８

京王バス中央（株）　桜ケ丘営業所①　ダイドー 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都日野市落川４－８９８

京王バス中央（株）　桜ケ丘営業所②　ダイドー 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都日野市落川４－８９８

京王電鉄バス　桜ヶ丘営業所社員食堂 飲食店 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都日野市落川４－８９８ 営業所内食堂

京王電鉄バス桜ヶ丘営業所１Ｆ缶（ＵＶ－ＮＸ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都日野市落川４－８９８

京王電鉄バス桜ヶ丘営業所２Ｆ缶（ＵＶ－ＮＸ） 飲料自販機 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東京都日野市落川４－８９８

京王ストア高幡店ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０

日高屋　高幡不動駅前店 飲食店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１０００－８

モスバーガー　高幡不動店 飲食店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１００１－５

多摩整骨院　高幡不動院 サービス店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１００２－１ベルドミール高幡２０１

ＨＡＩＲＺＡＤ サービス店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１００６－１ ヴィラフェレイロ２０３

フラワーショップ　バディー 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１００８－３

ＩＮＤＥＸ　京王高幡ＳＣ店　 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

Ｋ－ＳＨＯＰ　高幡不動店 コンビニ 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

Lbc with Life 京王高幡SC店 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

ＳＣ高幡・ＳＣ４Ｆ　アサヒ飲料 飲料自販機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　４Ｆ

ＳＣ高幡・ＳＣ５Ｆ　アサヒ飲料 飲料自販機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　５Ｆ

ＳＣ高幡・ＳＣ６Ｆ　アサヒ飲料 飲料自販機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　６Ｆ

クリディスト サービス店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

たまの里　京王高幡SC店　 飲食店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

ハニーズ　京王高幡店　 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

ロッカー高幡不動駅　Ａ コインロッカー 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０

ロッカー高幡不動駅　Ｂ コインロッカー 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０

京王アートマン　高幡店　 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

京王ストア高幡店　１Ｆ 飲料自販機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　１Ｆ

京王高幡ＳＣ　キリンビバレッジ 飲料自販機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ ３階休憩室

京王高幡ＳＣ　キリンビバレッジ 飲料自販機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ ４階駐車場精算機横

京王高幡ＳＣ公共駐車場 駐車場 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０

京王高幡ショッピングセンター駐輪場 飲料自販機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　地下１Ｆ

金子園　高幡不動店 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　１Ｆ

銀座コージーコーナー　高幡不動店 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　１Ｆ

啓文堂書店　高幡店　 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

新橋纏　高幡不動店 飲食店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

大戸屋ごはん処　高幡不動ＳＣ店 飲食店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

築地銀だこ　高幡店 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１１６－１０

いきなりステーキ　京王高幡ＳＣ店 飲食店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１２８－５ 京王高幡ショッピングセンター　１Ｆ

ドトールコーヒー　京王高幡ＳＣ店 飲食店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１２８－５ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

フラワーショップ京王　高幡店　 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１２８－５ 京王高幡ショッピングセンター　１Ｆ

ルパ　高幡店　 物販店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１２８－５ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ

高幡そば　高幡店 飲食店 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１２８－５ 京王高幡ショッピングセンター　３Ｆ



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

高幡不動駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１３９

高幡不動乗務区①　コカ・コーラ 飲料自販機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１５７

高幡不動乗務区②　コカ・コーラ 飲料自販機 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡１５７ １階食堂

高幡不動駅北第５駐輪場 駐輪場 京王線 高幡不動駅 東京都日野市高幡３４５

はなの舞　東京豊田店 飲食店 ＪＲ線 豊田駅 東京都日野市多摩平１－１ファミ－ユ京王ビル３Ｆ

ふるいち　イオンモール多摩平の森店 物販店 ＪＲ線 豊田駅 東京都日野市多摩平２丁目４－１イオンモール多摩平の森４Ｆ

フーズマーケットさえき　多摩平の森店 物販店 ＪＲ線 豊田駅 東京都日野市多摩平６－２０－１

ファミーユ京王　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 ＪＲ線 豊田駅 東京都日野市多摩平１－１

啓文堂書店　豊田店　 物販店 ＪＲ線 豊田駅 東京都日野市多摩平１－１

日高屋　豊田北口店 飲食店 ＪＲ線 豊田駅 東京都日野市多摩平１丁目２－１第一ビル

アイセイ薬局　多摩平店 物販店 ＪＲ線 豊田駅 東京都日野市多摩平２－５－１クレヴィア豊田多摩平の森ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ１１０－Ｃ

甲州街道駅南自転車駐車場＿１号機 駐輪場 多摩モノレール線 甲州街道駅 東京都日野市大字日野１０２７－１

甲州街道駅北第１自転車駐車場＿１号機 駐輪場 多摩モノレール線 甲州街道駅 東京都日野市大字日野１０３０

甲州街道駅北第２自転車駐車場＿１号機 駐輪場 多摩モノレール線 甲州街道駅 東京都日野市大字日野８６９

甲州街道駅北第２自転車駐車場＿２号機 駐輪場 多摩モノレール線 甲州街道駅 東京都日野市大字日野８６９

日高屋　日野駅前店 飲食店 ＪＲ線 日野駅 東京都日野市日野本町４－６－３

京王サイクルパーク　平山城址公園 駐輪場 京王線 平山城址公園駅 東京都日野市平山５－１８－１０

多摩動物公園　コアラ館下売店 物販店 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保７－１－１

多摩動物公園　コレクション 物販店 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保７－１－１

多摩動物公園　サバンナキッチン 飲食店 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保７－１－１

多摩動物公園　ズーカフェ 飲食店 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保７－１－１

多摩動物公園　ライオンカフェ 物販店 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保７－１－１

京王多摩動物公園駅　証明写真機（日本オート・フォート） 証明写真機 京王線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保

京王多摩動物公園駅　改札内ポスター横（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保

明星大学　食堂券売機 券売機 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都日野市程久保２－１－１

明星大学　大学会館 サービス店 多摩モノレール線 中央大学・明星大学 東京都日野市程久保２－１－１

明星大学　日野校食堂 券売機 多摩モノレール線 中央大学・明星大学駅 東京都日野市程久保２－１－１

ＨＵＧＨＵＧ　ＣＡＦＥ 飲食店 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３０

京王あそびの森ＨＵＧＨＵＧ　（ＦＶイースト） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３０

京王あそびの森ＨＵＧＨＵＧ　（キリンビバレッジ） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３０

京王あそびの森ＨＵＧＨＵＧ①　（コカ・コーラ） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３０

京王あそびの森ＨＵＧＨＵＧ②　（コカ・コーラ） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３０

京王れーるランド　（アペックス） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３９

京王れーるランド　（コカ・コーラ） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３９

京王れーるランド　入場券券売機 サービス店 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３９ 京王れーるランド

京王れーるランドアネックス　ミュージアムショップ サービス店 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３９ 京王れーるランド

多摩動物公園駅　レールランド（大蔵屋商事） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３９

多摩動物公園駅　駅前広場（大蔵屋商事） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３９

多摩動物公園駐車場①　（コカ・コーラ） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３９ 多摩動物公園駐車場

多摩動物公園駐車場②　（コカ・コーラ） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３９ 多摩動物公園駐車場

多摩動物公園駐車場③　（コカ・コーラ） 飲料自販機 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保３－３６－３９ 多摩動物公園駐車場

多摩動物公園　ライオンバス サービス店 京王線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保７－１－１

ＨＵＧＨＵＧ　ＳＨＯＰ 物販店 動物園線 多摩動物公園駅 東京都日野市程久保８－５０－５

南平駅　証明写真機（日本オート･フォート） 証明写真機 京王線 南平駅 東京都日野市南平６－９－３１

さくら薬局　南平店 物販店 京王線 南平駅 東京都日野市南平７－１８－５０

もぐさ駅前薬局　（八洋） 飲料自販機 京王線 百草園駅 東京都日野市百草２０４－１
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

百草園駅上りＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 百草園駅 東京都日野市百草２０９

百草園駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 百草園駅 東京都日野市百草２０９ 改札外１階エレベーター脇

警視庁警察学校　食堂 飲食店 京王線 飛田給駅 東京都府中市朝日町３－１５－１ 学校内食堂

榊原記念病院　食堂 券売機 京王線 飛田給駅 東京都府中市朝日町３－１６－１

タイムズ榊原記念病院第１ 駐車場 京王線 飛田給駅 東京都府中市朝日町３ー１６ー１0

タイムズ榊原記念病院第２ 駐車場 京王線 飛田給駅 東京都府中市朝日町３ー１６ー１0

武蔵野の森公園第一駐車場 駐車場 西武線 多摩駅 東京都府中市朝日町３－５－１２

小金井公園第一駐車場 駐車場 ＪＲ線 東小金井駅 東京都府中市浅間町１－３

府中の森公園駐車場 駐車場 京王線 東府中駅 東京都府中市浅間町１－３

肉のヤマキ商店　ＭＩＮＡＮＯ 物販店 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３丁目２２－２６ ＭＩＮＡＮＯ１Ｆ

平次のおうどん製麺所酒場 飲食店 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町２－１８－３

Ａ　ＬｏＴ　分倍河原 駅売店 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町２－２１－１８ 改札口

分倍河原駅　コインロッカー　Ａ コインロッカー 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町２－２１－１８ 下りホーム

タイムズ　ＭＩＮＡＮＯ分倍河原 駐車場 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２

東芝システムセンター（ＴＳＯＬ４号３Ｆ） 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２

東芝システムセンター２号館１Ｆ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２

東芝システムセンター２号館３Ｆ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２

東芝システムセンター２号館４Ｆ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２

東芝システムセンター３号館１Ｆ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２

東芝ソリューション　１号館２Ｆ 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市片町３－２２

東芝ソリューション　１号館４Ｆ 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市片町３－２２

東芝ソリューション　府中ソリューションセンター① 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２ １号館３階

東芝ソリューション　府中ソリューションセンター② 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２ ２号館６階西

東芝ソリューション　府中ソリューションセンター③ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２ ２号館７階西

東芝ソリューション　府中ソリューションセンター④ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２ ２号館７階西ＡＰ

東芝ソリューション　府中ソリューションセンター⑤ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２ ２号館７階東

東芝ソリューション　府中ソリューションセンター⑥ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２ ２号館８階東

東芝東京システムセンター　２号館２Ｆ中央１ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２

東芝東京システムセンター　２号館２Ｆ中央２ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２

東芝東京システムセンター　２号館３Ｆ東 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２

東芝東京システムセンター　３号館２Ｆ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２

東芝東京システムセンター２－８Ｆ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２ 東芝東京システムセンター２

東芝東京システムセンター３－２Ｆ 飲料自販機 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２ 東芝東京システムセンター

マツモトキヨシ　ＭＩＮＡＮＯ分倍河原店 物販店 京王線 分倍河原駅 東京都府中市片町３－２２－２６

しんわ薬局　寿町店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市寿町１－３－１０－１０１

サイクルパーク　ぷらりと京王府中 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市寿町１－１－１７

京王コインパーク　府中西 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市寿町１－２

京王コインパーク　ぷらりと京王府中 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市寿町２－１－３９

木曽路　府中店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市寿町２－２－６

５５Ｓｔａｔｉｏｎ府中けやき通店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市寿町１－６－２

さえき　是政食品館 物販店 西武線 是政駅 東京都府中市是政４－１－１７

京王電鉄是政寮　（伊藤園） 飲料自販機 西武線 競艇場前駅 東京都府中市是政２－３０－６ ３階ラウンジ

京王電鉄是政寮　サントリー（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 西武線 競艇場前駅 東京都府中市是政２－３０－６ 屋内休憩所

蕪木商店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市幸町２－１－２

京王コインパーク　府中栄町 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市栄町１－２０－３３ 京王ストア駐車場内

明星学苑　中学校高等学校食堂 券売機 京王線 府中駅 東京都府中市栄町１－１
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

明星小学校 学校 京王線 府中駅 東京都府中市栄町１－１－１ 学校法人明星学苑

明星中学校高等学校 学校 京王線 府中駅 東京都府中市栄町１－１－１ 学校法人明星学苑

明星幼稚園 幼稚園 京王線 府中駅 東京都府中市栄町１－１－１ 学校法人明星学苑

京王ストア栄町店内ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市栄町１－２０－３３

京王ストア　栄町店頭（伊藤園） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市栄町１－２０－３３

京王サイクルパーク　東府中 駐輪場 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８

Ｋ－Ｓｈｏｐ　東府中店 コンビニ 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８－３ 京王リトナード東府中

QBハウス　京王リトナード東府中店 サービス店 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８－３ 京王リトナード東府中

サーティワンアイスクリーム　京王リトナード東府中店 飲食店 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８－３ 京王リトナード東府中

長崎らーめん西海　東府中店 飲食店 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８－３ 京王リトナード東府中

はなの舞　京王リトナ－ド東府中店 飲食店 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８－３ 京王リトナード東府中

マツモトキヨシ　東府中店 物販店 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８－３ 京王リトナード東府中

ルパ　東府中店　 物販店 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８－３ 京王リトナード東府中

京王コインパーク　東府中駅前 駐車場 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８－３

東府中駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８－３

東府中駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－８－３ 北口改札出て左側

あづま薬局 物販店 京王線 東府中駅 東京都府中市清水が丘１－９－５

多磨霊園駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 京王線 多磨霊園駅 東京都府中市清水が丘３－２６－１１

東府中駅　コンコース（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 東府中駅 東京都府中市清水ヶ丘１丁目

㈱京王ストア　多磨霊園駅改札外ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 多磨霊園駅 東京都府中市清水ヶ丘３－２６－１１

京王多磨霊園駅　改札外　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 多磨霊園駅 東京都府中市清水ヶ丘３－２６－１１

多磨霊園駅上りホームＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 多磨霊園駅 東京都府中市清水ヶ丘３－２６－１１

マツモトキヨシ　武蔵野台駅店 物販店 京王線 武蔵野台駅 東京都府中市白糸台４－１８－４ 京王武蔵野台駅改札前

日生薬局　府中店 サービス店 京王線 飛田給駅 東京都府中市白糸台３－４０－６

アポロン薬局　武蔵野台駅前店 物販店 京王線 武蔵野台駅 東京都府中市白糸台４－１３－１０

武蔵野台駅北口自転車駐車＿１号機 駐輪場 京王線 武蔵野台駅 東京都府中市白糸台４－１３－４０

丸正　武蔵野台駅前店 スーパー 京王線 武蔵野台駅 東京都府中市白糸台４－１９－１

アポロン薬局　車返店 物販店 京王線 武蔵野台駅 東京都府中市白糸台５－２４－１

丸正　くるまがえし店 スーパー 京王線 武蔵野台駅 東京都府中市白糸台５－２５－１

サンドラッグ　白糸台店 物販店 京王線 武蔵野台駅 東京都府中市白糸台５－３２－４１

そうごう薬局　武蔵野台店 物販店 京王線 武蔵野台駅 東京都府中市白糸台５－３９－１０谷中商事ビル１Ｆ

タイムズ　白糸台６丁目 駐車場 京王線 飛田給駅 東京都府中市白糸台６－５１

京王グリーンサービス株式会社 飲料自販機 ＪＲ線 武蔵小金井駅 東京都府中市新町２－６２－１２

ぎょうざの満洲　中河原駅前店 飲食店 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町１－４４－１

ドトールコーヒー　中河原店 飲食店 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町２－１－１６

とんかつ新宿さぼてん　中河原駅店 物販店 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町２－１－１６

京王中河原駅　証明写真機 サービス店 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町２－１－１６

啓文堂書店　中河原店　 物販店 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町２－１－１６

タイムズ　中河原第７ 駐車場 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町２－１５

エコステーション２１　西友中河原店駐輪場 駐輪場 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町４－１１－１３

ファーマシーズ　中河原薬局 物販店 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町５－１７－３２

中河原駅東自転車駐車場　精算機 駐輪場 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町１－８１－３

中河原駅北自転車駐車場　精算機１ 駐輪場 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町４－９－２７

中河原駅北自転車駐車場　精算機２ 駐輪場 京王線 中河原駅 東京都府中市住吉町４－９－２７

府中の森芸術劇場　地下駐車場 駐車場 京王線 東府中駅 東京都府中市浅間町１－２

武蔵野公園駐車場 駐車場 ＪＲ線 武蔵小金井駅 東京都府中市多磨町２－２４－１
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電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

ＡＰ府中　株式会社東芝　府中事業所② 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１ １５号館５Ｆ休憩室

ＡＰ府中　株式会社東芝　府中事業所③ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１ ２６号館１Ｆ休憩室

ＡＰ府中　株式会社東芝　府中事業所④ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１ ４３号館デンセイＡベイ

ＡＰ府中　株式会社東芝　府中事業所⑥ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１ １１号館Ａ棟４階西休憩室

ＡＰ府中　株式会社東芝　府中事業所⑦ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１ ３９０６号休憩室前

ＡＰ府中　株式会社東芝　府中事業所⑧ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１ ４５号館Ａ棟１Ｆ西側休憩室

ＡＰ府中　株式会社東芝　府中事業所⑨ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１ ４９１７号館駐輪場横

東芝　府中工場　１１号棟 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝　府中工場　４４号棟 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中工場多目的ホール 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　２４号３Ｆ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　２６号館２Ｆ　南側② 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　３８号館 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　３号館１Ｆ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１ 自販機コーナー

東芝府中事業所　４１号館 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　４５Ｂ東４Ｆ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　４５Ｂ東５Ｆ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　４５Ｂ東６Ｆ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　４８号館１Ｆ１ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　４８号館１Ｆ２ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　４８号館２Ｆ 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

東芝府中事業所　２６号館２Ｆ　南側① 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市東芝町１

セガワールド府中 サービス店 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市西原町１－６－２フレスポ府中

アイセイ薬局　西府町店 物販店 ＪＲ線 西府駅 東京都府中市西府町２－１０－３

丸源ラーメン　西府中店 飲食店 ＪＲ線 西府駅 東京都府中市西府町５－１２－５

島忠ホームセンター　府中店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市日鋼町１－２６

島忠家具　府中店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市日鋼町１－２６

府中Ｊタワー事業所　エームサービス株式会社 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市日鋼町１－１府中Jタワー低層棟1階

京王バス府中営業所　コカ･コーラ 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市春見町２－２２
京王バス中央（株）府中営業所① 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市晴見町２－２２ １Ｆ休憩室‐左
京王バス中央（株）府中営業所② 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市晴見町２－２２ １Ｆ休憩室‐右
京王電鉄バス府中営業所社員食堂 飲食店 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市晴見町２－２２ 営業所内食堂
アイセイ薬局　晴見町店 物販店 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市晴見町３－１１－１９
㈱京王ストア　京王電鉄バス　本社食堂（伊藤園） 飲料自販機 京王線 千歳烏山駅 東京都府中市晴見町２－２２
京王電鉄バス本社ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市晴見町２－２２
京王電鉄バス（株）２Ｆ社員食堂（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市晴見町２丁目２２番地　京王府中晴見町ビル

ＫＡＳＵＹＡ 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
エクセルシオールカフェ　東京競馬場店 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
ときわ家 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
とん勝　武蔵 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
長崎らーめん　西海製麺所 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
ピザーラエクスプレス 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
ホースアイ 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
築地銀だこハイボール酒場 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
鳥千 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
東京競馬場売店４階① 物販店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
東京競馬場売店４階② 物販店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
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東京競馬場売店５階 物販店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
豚や　Ｂ１０１ 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
豚や　Ｂ２０７ 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
馬そば深大寺　Ｂ４０５ 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
和食れすとらん　磯 飲食店 競馬場線 府中競馬正門前駅 東京都府中市日吉町１－１ 東京競馬場内
カレーショップＣ＆Ｃ　府中ぷらりと店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
ココカラファイン薬局　府中駅前店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－１－２ヒューリック府中ビル
アットパーク府中 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－１３－１
ＴＳＵＴＡＹＡ　府中駅前店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－１－４
フレッシュネスバーガー　府中駅前 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－１４－１朝日生命府中ビル
親和薬局　府中店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－１－５府中高木ビルＢ１Ｆ
大戸屋ごはん処　府中北口店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－１－５府中高木ビルＢ１Ｆ
ファーストキッチン　ぷらりと京王府中 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－２－１ ぷらりと京王府中西１
ベーカリー＆カフェ　ルパ　府中店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－２－１ ぷらりと京王府中
京王アートマン　府中店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－２－１ ぷらりと京王府中
京王府中ＳＣ　（コカ・コーラ） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－２－１ ぷらりと京王府中
啓文堂書店　府中本店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－２－１ ぷらりと京王府中
倉式珈琲店　ぷらりと京王府中店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－２－１ ぷらりと京王府中西１階
ＡＯＫＩ　府中けやき並木通り店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－２５－１９
おむすび権米衛　京王府中ＳＣ店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
くりばやし 　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
ジェノワーズぷらりと店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
すし三崎港　ぷらりと京王府中店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
ドトールコーヒー　京王府中店　 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
パステルデザート　京王府中店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
マツモトキヨシ　ぷらりと京王府中店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
ミスターワッフル　京王府中店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
横浜くりこ庵　府中店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
京王府中ＳＣ　（ジャパンビバレッジ） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
十五夜米八　京王府中ＳＣ店　 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中
ＫＹリカー府中店　（カクヤス） 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－４１－１７
京王バス府中折返し所　コカ・コーラ 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－９
京王府中１丁目ビル　（サントリー） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－９
京王府中１丁目ビル１３階　（サントリー） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－９
レストラン京王事務所５Ｆ　（コカ･コーラ） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市府中町２－１－１４京王府中２丁目ビル５階

ホルモン☆とろ角ハイボール　なかむら 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町２－１－８ロヤルパレスＭ１０２
府中市医師会　診療所 サービス店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町２－２５－１６ 府中市保健センター
サロンドボヌール サービス店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町２－７－２ユ－コ－ト府中
しんわ薬局　府中警察署前店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町２－９
チキンディッシュ　府中店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１丁目３－６ ぷらりと京王府中
フラワーショップ京王　府中店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ 京王府中ショッピングセンター
京王府中駅　証明写真機（日本オート・フォート） 証明写真機 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１丁目
ＫＥＩＯ　ＢＩＺ　ＰＬＡＺＡ　府中 サービス店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６ ぷらりと京王府中ぷらりと西７階
とんかつ新宿さぼてん　ぷらりと京王府中店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１－３－６
たまの里　府中店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市府中町１丁目３－６ ぷらりと京王府中　東２階
京王建設本社４階ＶＤ　（伊藤園） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市府中町２－１－１４
はなの舞　府中本町店 飲食店 ＪＲ線 府中本町駅 東京都府中市本町１－１３－３カネタビルＢ１Ｆ
タイムズ　アオキ府中店 駐車場 京王線 府中競馬正門前駅 東京都府中市緑町２－１２－１
モスバーガー　東府中店 飲食店 京王線 東府中駅 東京都府中市緑町３－８－７シャトー寿１Ｆ
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四十八漁場　府中店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮西町２－１－８宮西ＫＢビル２Ｆ
かまどか　府中店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮西町１－２－１フラココ第６ビル
タイムズ　コナミスポーツクラブ府中 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮西町１－２７－１
ココカラファイン薬局　府中けやき通り店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮西町１－５－１フラココ第８ビル
シープボックス　府中店 サービス店 京王線 府中駅 東京都府中市宮西町１－５－１フラココ第８ビル
フラココ　府中店 サービス店 京王線 府中駅 東京都府中市宮西町１－５－１フラココ第８ビル
温野菜　府中店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮西町１－５－１フラココ第８ビル
縄文の湯 サービス店 京王線 府中駅 東京都府中市宮西町１－５－１フラココ第８ビル
サンドラッグ　府中店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮西町２－２－１２
いきなりステーキ　府中駅前店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００武蔵府中ル・シーニュ
ワッツ　府中ル・シーニュ店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００武蔵府中ル・シーニュ２Ｆ
府中駅南自転車駐車場　1号機 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１
府中駅南自転車駐車場　2号機 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１
府中駅南自転車駐車場　3号機 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１
ル・シーニュ　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００ １Ｆ屋外
ル・シーニュ　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００ Ｂ２Ｆ従業員休憩室
ル・シーニュ　（ダイドー） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００ Ｂ３Ｆ荷捌きスペース
ルシーニュ駐輪場　１号機 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００武蔵府中ル・シーニュ
ルシーニュ駐輪場　２号機 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００武蔵府中ル・シーニュ
ルシーニュ駐輪場　３号機 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００武蔵府中ル・シーニュ
回転寿司たいせい　府中本店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００武蔵府中ル・シーニュ
丸亀製麺　武蔵府中ル・シーニュ店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００武蔵府中ル・シーニュ
日高屋　ル・シーニュ府中店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００武蔵府中ル・シーニュ
エクセルシオールカフェ　府中ル・シーニュ店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１００武蔵府中ル・シーニュ１階
Ａ　ＬｏＴ　府中南口 駅売店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１－１０ 南口改札脇
ＪＩＮＳ　ぷらりと京王府中 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１－１０ ぷらりと京王府中２階
Ｋ－Ｓｈｏｐ　府中店 コンビニ 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１－１０ 北口改札前
サイカパーキング　京王府中ＳＣ東高架下駐輪場 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１－１０
スープストックトーキョー　京王府中店　 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１－１０
京王ストア府中下りＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１－１０
府中駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１－１０
府中駅　コインロッカー コインロッカー 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１－１０ 北口
府中駅改札外ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１－１０
京王ストア府中上りＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１ー１ー１０
府中駅南第２自転車駐車場 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－１１－３
タイムズ　府中駅前第２ 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－２３
府中駅南口市営駐車場　事前精算機１０号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
府中駅南口市営駐車場　事前精算機１１号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
府中駅南口市営駐車場　事前精算機２２号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
府中駅南口市営駐車場　事前精算機２３号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
府中駅南口市営駐車場　事前精算機２４号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
府中駅南口市営駐車場　事前精算機３２号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
府中駅南口市営駐車場　事前精算機３３号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
府中駅南口市営駐車場　事前精算機６号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
府中駅南口市営駐車場　事前精算機７号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
府中駅南口市営駐車場　事前精算機８号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
府中駅南口市営駐車場　事前精算機９号 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１
フォーリス・伊勢丹　東側お客様駐輪場 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１－１
フォーリス・伊勢丹　北側お客様駐輪場 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１－１
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ＭｉｔｔｅＮ府中 商業施設 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－４１－２
ｅ－ｋｉｔｃｈｅｎくるる店 スーパー 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－５０くるる１Ｆ
牛角　府中店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１－９－１フェイスビル１Ｆ
ＢｕｌｌＰｕｌｕ 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
ＤＨＣ直営店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
ｏｎｅｓｔｅｒｒａｃｅ 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
Ｚｏｆｆ 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
アイシティ 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
ジュエリーイシイ 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
フォーリスお客様駐輪場（大国魂神社側） 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
DASHING DIVA 府中フォーリス店 サービス店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
イレブンカット サービス店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
カチャロ 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
カメラのキタムラ 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
カルディコーヒーファーム　府中フォーリス店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
グリーンパークスサラ 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
ザ・クロックハウスエクスプレス 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
サンジェルマン　府中店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
シネマクラブ 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
シャルム 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
専門店街フォーリス 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
ドトールコーヒー　府中フォーリス店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
ハピンズ 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
ビアードパパ　府中フォーリス店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
ミスタードーナツ　府中店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
モスバーガー　府中フォーリス店 飲食店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
ラフィネ サービス店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
リルデシュシュ 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
吉田呉服店 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
金子園 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
銀座山野楽器 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
靴下屋 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
中万 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
白土陶舎 物販店 京王線 府中駅 東京都府中市宮町１丁目４１－１フォーリス
フォレストサイドビル駐輪場 駐輪場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町２－２ フォーリス立体駐車場
タイムズ　大國魂神社（１号機） 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町３－１タイムズ大國魂神社駐車場（第１）

タイムズ　大國魂神社（２号機） 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町３－１タイムズ大國魂神社駐車場（第２）

タイムズ　大國魂神社（３号機） 駐車場 京王線 府中駅 東京都府中市宮町３－１タイムズ大國魂神社駐車場（第３）

タイムズ　奥島病院来院用 駐車場 京王線 分倍河原駅 東京都府中市美好町１－２４
ハローパーク　分倍河原駅前３分 駐車場 京王線 分倍河原駅 東京都府中市美好町３－３１
南山堂薬局　府中店 薬局・薬店 ＪＲ線 西国分寺駅 東京都府中市武蔵台２丁目１６－３0
東芝ソリューション右 飲料自販機 ＪＲ線 北府中駅 東京都府中市武蔵台１－１－１５
花丸 物販店 西武線 多磨駅 東京都府中市紅葉丘３－４１－１０サンライトビル１－C

クオール薬局　府中若松町店 物販店 京王線 多磨霊園駅 東京都府中市若松町３－３５－３
シャトレーゼ　府中若松店 物販店 京王線 東府中駅 東京都府中市若松町４－３－７
フーズマーケットさえき若松町 物販店 西武線 多磨駅 東京都府中市若松町４－３６－２
サンドラッグ　東府中店 物販店 京王線 東府中駅 東京都府中市若松町１－３８－１サンドラッグビル１F
ＳＰＴ　拝島駅前駐輪場 駐輪場 西武線 拝島駅 東京都福生市熊川１６９７
福生駅東口自転車バイク駐車場 駐輪場 ＪＲ線 福生駅 東京都福生市東町２



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

福生駅東口第３駐車場 駐車場 ＪＲ線 福生駅 東京都福生市東町３－１
福生駅東口第１駐車場 駐車場 ＪＲ線 福生駅 東京都福生市東町４－１２
福生駅東口第２駐車場 駐車場 ＪＲ線 福生駅 東京都福生市東町７－１
福生駅東口第４駐車場 駐車場 ＪＲ線 福生駅 東京都福生市福生１００８
福生駅西口第１駐輪場 駐輪場 ＪＲ線 福生駅 東京都福生市福生１０１５
福生駅西口第４駐輪場 駐輪場 ＪＲ線 福生駅 東京都福生市本町１２５－１
福生駅西口第２駐輪場 駐輪場 ＪＲ線 福生駅 東京都福生市本町１４１－２
中央大学　後楽園キャンパス　理工学部事務室 飲料自販機 東京メトロ線 後楽園駅 東京都文京区春日１－１３－２７
中央大学　後楽園キャンパス理工５号館食堂 飲食店 東京メトロ線 後楽園駅 東京都文京区春日１－１３－２７ 学校内食堂
中央大学　理工学部３号館　学生食堂 飲食店 東京メトロ線 後楽園駅 東京都文京区春日１－１３－２７ 学校内食堂
ローソンクオール薬局　千駄木不忍通店 物販店 東京メトロ線 千駄木駅 東京都文京区千駄木３－４３－１７
町田市立こうさぎ保育園 サービス店 ＪＲ線 相原駅 東京都町田市相原町７９２
町田市立大蔵保育園 サービス店 小田急線 鶴川駅 東京都町田市大蔵１９８４
医療法人社団大瑛会　良藤医院 サービス店 小田急線 玉川学園前駅 東京都町田市大谷７４８－２１
Ａ　ＬｏＴ　多摩境店 駅売店 相模原線 多摩境駅 東京都町田市小山町２７１８－１ 改札口
多摩境駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 相模原線 多摩境駅 東京都町田市小山町２７１８－１ 駅構内２Ｆ売店そば
しんわ薬局　小山店 物販店 相模原線 多摩境駅 東京都町田市小山町３１８９－２
多摩境駅北側自転車駐車場 駐輪場 相模原線 多摩境駅 東京都町田市小山ヶ丘３－２３
多摩境内科クリニック サービス店 相模原線 多摩境駅 東京都町田市小山ヶ丘３－２４多摩境クリニックビル３
牛角ビュッフェ　多摩境店 飲食店 相模原線 多摩境駅 東京都町田市小山ヶ丘４－１－５
町田市立金森保育園 サービス店 ＪＲ線 町田駅 東京都町田市金森東１－１２－１６
そば・うどん松屋 飲食店 ＪＲ線 成瀬駅 東京都町田市金森東３－２２－３
町田市立町田保育園 サービス店 ＪＲ線 町田駅 東京都町田市原町田６－２６－１５
猫カフェモカ　町田ジョルナ店 飲食店 ＪＲ線 町田駅 東京都町田市原町田６－６－１４　４階
富士そば　原町田店 飲食店 ＪＲ線 町田駅 東京都町田市原町田６－７－１７
富士そば　町田店 飲食店 ＪＲ線 町田駅 東京都町田市森野１－３７－１ＰＯＰビル
町田市立山崎保育園 サービス店 ＪＲ線 古淵駅 東京都町田市山崎町２１３０
三鷹台駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 井の頭線 三鷹台駅 東京都三鷹市井の頭１－３２－１ 改札出て右側正面
京王サイクルパーク　三鷹台 駐輪場 井の頭線 三鷹台駅 東京都三鷹市井の頭２－１
西野園 物販店 井の頭線 三鷹台駅 東京都三鷹市井の頭２－７－２３
井の頭公園駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 井の頭線 井の頭公園駅 東京都三鷹市井の頭３－３５－１２
（株）京王ストア三鷹台ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 井の頭線 三鷹台駅 東京都三鷹市井の頭２－１－１９
まちづくり三鷹　井の頭第１駐輪場 駐輪場 井の頭線 井の頭公園駅 東京都三鷹市井の頭３－３－１２
富士重工業株式会社　東京事業所　技術１号館１階通路 飲料自販機 京王線 飛田給駅 東京都三鷹市大沢３－９－６
武蔵野の森公園第二駐車場 駐車場 京王線 飛田給駅 東京都三鷹市大沢５－７－２
株式会社ＴＮＰ　（ダイドー） 飲料自販機 ＪＲ線 三鷹駅 東京都三鷹市上連雀１－１２－１７
さくら薬局　三鷹店 物販店 京王線 仙川駅 東京都三鷹市北野４－５－３３島田ビル1F
井の頭公園スポーツ管理センター内　（ダイドー） 飲料自販機 井の頭線 吉祥寺駅 東京都三鷹市下連雀１－１－８
啓文堂書店　三鷹店　 物販店 ＪＲ線 三鷹駅 東京都三鷹市下連雀３－３５－１ネオシティ三鷹ビル三鷹コラル３Ｆ

フィットエステＴＢＣ　三鷹店 サービス店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都三鷹市下連雀８－４－２９ セサミスポーツクラブ三鷹内
井の頭恩賜公園第二駐車場 駐車場 井の頭線 井の頭公園駅 東京都三鷹市下連雀一丁目地内
アットパーク　杏林大学病院前 駐車場 京王線 仙川駅 東京都三鷹市新川６－８－１０
加藤タクシー タクシー 京王線 仙川駅 東京都三鷹市中原２－１１－６プラザフローラル１０５
三鷹さくらクリニック 病院 井の頭線 久我山駅 東京都三鷹市牟礼２－１１－５
牛角　三鷹牟礼店 飲食店 井の頭線 三鷹台駅 東京都三鷹市牟礼２－１５－１　２Ｆ
吉そば　赤坂店 飲食店 東京メトロ線 赤坂駅 東京都港区赤坂３－１３－１１赤坂ノアビル１F
富士そば　赤坂見附店 飲食店 東京メトロ線 赤坂見附駅 東京都港区赤坂３－９－８篠原ビル１F
富士そば　品川店 飲食店 ＪＲ線 品川駅 東京都港区港南２－１４－１０品川駅前港南ビル１Ｆ
ニコンミュージアムショップ 物販店 ＪＲ線 品川駅 東京都港区港南２－１５－３品川インターシティＣ棟
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※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

ＱＯＬサポートクオール薬局　田町店 物販店 ＪＲ線 田町駅 東京都港区芝５－２７－６ヤマト田町ビル１Ｆ
富士そば　三田店 飲食店 ＪＲ線 田町駅 東京都港区芝５－３１－７三田ステーションビル１Ｆ
富士通ハーモニー　安全ビル 飲食店 東京都交通局 泉岳寺駅 東京都港区芝浦４－１６－２５安全ビル
東芝浜松町ビル ４F 飲料自販機 ＪＲ線 浜松町駅 東京都港区芝浦１－１－１
富士そば　田町店 飲食店 ＪＲ線 田町駅 東京都港区芝浦３－１－３２なぎさテラス１０４
京王プレッソイン浜松町　サントリー 飲料自販機 東京都交通局 御成門駅 東京都港区芝大門１－１－２６
ナチュラルローソンクオール薬局　芝大門一丁目店 物販店 東京都交通局 大門駅 東京都港区芝大門１－６－３
ナチュラルローソンクオール薬局　高輪台駅前店 物販店 東京都交通局 高輪台駅 東京都港区白金台２－２６－１０グリーンオーク高輪台１階

かき天 飲食店 ＪＲ線 新橋駅 東京都港区新橋２－１５－１２花定ビル
ニュー新橋ビル① 飲料自販機 ＪＲ線 新橋駅 東京都港区新橋２－１６－１
ニュー新橋ビル② 飲料自販機 ＪＲ線 新橋駅 東京都港区新橋２－１６－１
ニュー新橋ビル③ 飲料自販機 ＪＲ線 新橋駅 東京都港区新橋２－１６－１
富士そば　銀座店 飲食店 ＪＲ線 新橋駅 東京都港区新橋２－１８－３胡萩堂ビル１Ｆ
富士そば　新橋駅前店 飲食店 ＪＲ線 新橋駅 東京都港区新橋２－６－７花菱ビル
富士そば　虎ノ門店 飲食店 東京メトロ線 虎ノ門駅 東京都港区虎ノ門１－１－１５天吉ビル１F
ナチュラルローソンクオール薬局 城山トラストタワー店 物販店 東京メトロ線 虎ノ門駅 東京都港区虎ノ門４－３－１城山トラストタワー１Ｆ
富士そば　神谷町店 飲食店 東京メトロ線 神谷町駅 東京都港区虎ノ門５－２－３
（有）古田電気商会　（ダイドー） 飲料自販機 東京メトロ線 広尾駅 東京都港区西麻布３－８－７
東竜　新橋店 飲食店 ＪＲ線 新橋駅 東京都港区西新橋１－１９－１４　
富士そば　浜松町店 飲食店 ＪＲ線 浜松町駅 東京都港区浜松町２－１－１No.R hamamatsucho 
伊原医院 サービス店 ＪＲ線 新橋駅 東京都港区東新橋１－７－１汐留メディアタワーＢ2F　
Ｍマート　三田店 物販店 ＪＲ線 田町駅 東京都港区三田３－１３－１６三田４３ＭＴビル１階
ヴィラパーキング南青山 駐車場 東京メトロ線 表参道駅 東京都港区南青山５－４－４３
南青山パーキング 駐車場 東京メトロ線 表参道駅 東京都港区南青山５－９－１
クオール薬局　広尾駅前店 物販店 東京メトロ線 広尾駅 東京都港区南麻布５－１０－２５ １階
麻布警察署 飲料自販機 東京メトロ線 六本木駅 東京都港区六本木４－１６－１ ３階給湯室
富士そば　六本木店 飲食店 東京メトロ線 六本木駅 東京都港区六本木７－１４－１０山室ビル
ひとりしゃぶしゃぶ　七代目　松五郎 飲食店 東京メトロ線 赤坂見附駅 東京都港区赤坂３－７－１２ベストウェスタンホテルフィーノ東京赤坂１階

ＬＥＴ’Ｓ　ＨＡＩＲ サービス店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－６－２７
フレッシュネスバーガー　吉祥寺東町店 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－７－１９鈴木ビル
ラウンドワン吉祥寺店（ＳＩＣ） サービス店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１１－２２
富士そば　吉祥寺店 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１－２
横浜くりこ庵　吉祥寺店 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１－７
Ｌ 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－２５－４吉祥ビル１Ｆ
クリーニングチェリー　吉祥寺本町 サービス店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－３２－１１
吉祥寺森岡眼科 サービス店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－４－１５－５０２
株式会社エビス　（タカンナ） 飲料自販機 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－３
ｓｈｅｌｌ サービス店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町３－４－９コルティーレＣ
ＫｏｌｌａＢｏ吉祥寺新店 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－９－９
吉祥寺駅大通り東第３自転車駐車場　精算機 駐輪場 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目１８番
吉祥寺駅大通り東第４自転車駐車場　精算機 駐輪場 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目１８番
吉祥寺駅西三条通り自転車駐車場　精算機１ 駐輪場 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－１２－７
吉祥寺駅西三条通り自転車駐車場　精算機２ 駐輪場 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－１２－７
串鳥　吉祥寺南口店 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２喜楽ビル２Ｆ
Ｋｏｎｉｇ 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１７－１
ケーニッヒ　ヒュッテ 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１７－１０
鳥良　吉祥寺４号店 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－２１－１井の頭パークサイドビルB1Ｆ

エコステーション２１　京王吉祥寺駅高架下駐輪場 駐輪場 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－２７０９－２
富士そば　吉祥寺井ノ頭通り店 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－２－７三ツ浜ビル



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

キラリナ京王吉祥寺　（アペックス） 飲料自販機 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５ ７Ｆ
キラリナ京王吉祥寺　（キリン） 飲料自販機 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５ ７Ｆ従業員スペース
キラリナ京王吉祥寺　（コカ・コーラ） 飲料自販機 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５ Ｂ１Ｆ休憩室
キラリナ京王吉祥寺　（サントリー） 飲料自販機 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５
キラリナ京王吉祥寺　（サントリー） 飲料自販機 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５
キラリナ京王吉祥寺　駐車場 駐車場 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５
ロッカーキラリナ京王吉祥寺　Ａ コインロッカー 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５
吉祥寺駅　コインロッカー　Ｂ コインロッカー 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－３１ 改札口外側
吉祥寺駅　コインロッカー　新Ａ コインロッカー 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－３１
タイムズ　吉祥寺南町第５ 駐車場 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１３－１４
キラリナ京王吉祥寺　【各店舗】 商業施設 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２丁目１番２５号 ※電子マネーが利用できない店舗を除く
キラリナ京王吉祥寺屋上ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５ 屋上
ＫｏｌｌａＢｏ吉祥寺店 飲食店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－５－１３　１Ｆ
Ｋ－Ｓｈｏｐ　吉祥寺ホーム コンビニ 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５
キラリナ吉祥寺　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５
ｍａｕｎｇａ　吉祥寺店 物販店 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市御殿山１－３－９御殿山フラット１Ｆ
井の頭恩賜公園第一駐車場 駐車場 井の頭線 井の頭公園駅 東京都武蔵野市御殿山１９
富士そば　武蔵境店 飲食店 ＪＲ線 武蔵境駅 東京都武蔵野市堺１－２－８山幸ビル１Ｆ
ドトールコーヒー　三鷹北口店 飲食店 ＪＲ線 三鷹駅 東京都武蔵野市中町１－１３－１
京王コインパーク　むさしの駐車場 駐車場 ＪＲ線 三鷹駅 東京都武蔵野市緑町１－３－１５ 
むさしのグリーン歯科 病院 ＪＲ線 三鷹駅 東京都武蔵野市緑町１丁目３－１５京王むさしのビル２階

武蔵野中央公園駐車場 駐車場 井の頭線 吉祥寺駅 東京都武蔵野市八幡町２
山正商店 物販店 東急線 池尻大橋駅 東京都目黒区大橋２－２３－１
千秋オフィスサービス株式会社　（ヤクルト） 飲料自販機 東急線 中目黒駅 東京都目黒区上目黒１－２６－１
吉そば　中目黒店 飲食店 東急線 中目黒駅 東京都目黒区上目黒３－３－４
カフェ　イル・ヴィゴーレ　東大駒場店 飲食店 井の頭線 駒場東大前駅 東京都目黒区駒場３丁目８－１東大駒場コミュニケーションプラザ１Ｆ

（株）京王ストア駒場東大前東大口ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 井の頭線 駒場東大前駅 東京都目黒区駒場３－９－１
駒場東大前駅　証明写真機（ＤＮＰ） 証明写真機 井の頭線 駒場東大前駅 東京都目黒区駒場３－９－１
富士そば　自由が丘店 飲食店 東急線 自由が丘駅 東京都目黒区自由が丘２－１０－７
千代の湯 サービス店 東急線 学芸大学駅 東京都目黒区鷹番２ー２０－３
富士そば　学芸大学駅前店 飲食店 東急線 学芸大学駅 東京都目黒区鷹番３－８－５
京王コインパーク　都立大学 駐車場 東急線 都立大学駅 東京都目黒区中根１－６－５
駒沢公園第一駐車場 駐車場 東急線 駒沢大学駅 東京都目黒区東が丘２－１６－１４
株式会社リビタ①（サントリー） 飲料自販機 ＪＲ線 恵比寿駅 東京都目黒区三田１－１２－２３
株式会社リビタ②（サントリー） 飲料自販機 ＪＲ線 恵比寿駅 東京都目黒区三田１－１２－２３
京王コインパーク　目黒 駐車場 ＪＲ線 目黒駅 東京都目黒区下目黒１－５－１９
クオール薬局　宇都宮越戸店 物販店 ＪＲ線 宇都宮駅 栃木県宇都宮市越戸３－１５－２５
岡本駅前駐輪場 駐輪場 ＪＲ線 岡本駅 栃木県宇都宮市下岡本町１９８６ 北口
タイムパーク宮みらい 駐車場 ＪＲ線 宇都宮駅 栃木県宇都宮市宮みらい２－２－９
ＴＨＥ　ＳＨＡＲＥ　ＨＯＴＥＬＳ　ＫＩＲＯ広島ＶＤ（伊藤園） 飲料自販機 広島電鉄 八丁堀駅 広島県広島市中区三川町３－２１
京王プレリアホテル札幌 ホテル ＪＲ線 札幌駅 北海道札幌市北区北八条西４丁目１１番地１
とりあえず吾平　甲府竜王店 飲食店 ＪＲ線 竜王駅 山梨県甲斐市富竹新田１１８５
葡萄工房　ワイングラス館 物販店 ＪＲ線 東山梨駅 山梨県甲州市勝沼町休息１－７０９
ｉｌ　ｃｕｒｓｏｒｅ 飲食店 ＪＲ線 甲府駅 山梨県甲府市朝日１－１０－５
燈屋 飲食店 ＪＲ線 酒折駅 山梨県甲府市上阿原町５９０−３
アスター薬局 物販店 ＪＲ線 甲府駅 山梨県甲府市上石田１－１２－２０－１０１
ＲＥＡＬ　Ｄ’ＯＲ 飲食店 ＪＲ線 甲府駅 山梨県甲府市北口３－３－２４
ＢＲＡＮＤ　ＮＥＷ　ＤＡＹ　甲府イースト店 飲食店 ＪＲ線 酒折駅 山梨県甲府市国玉町１７４－１
横濱家系　雷家 飲食店 ＪＲ線 酒折駅 山梨県甲府市酒折１－８－１



PASMO＆京王パスポートカードで貯まる「京王PAS×PASポイントサービス」 2021年5月31日現在

電子マネー利用ポイント　加算対象PASMO電子マネー加盟店（住所順）

加盟店名 業　種 線　名 最寄駅 住　　所 備　　考

※ 企業の事務所内など、一般の方がご利用になれない設置場所も含まれていますのでご注意ください。
※ 加盟店の都合により、閉店、休業、移転、もしくは対象店舗ステッカーが貼られていない場合があります。

かいてらす 物販店 ＪＲ線 酒折駅 山梨県甲府市東光寺３－１３－２５
くるむ 物販店 ＪＲ線 甲府駅 山梨県甲府市丸の内１－１－２５
玉屋　甲州夢小路 物販店 ＪＲ線 甲府駅 山梨県甲府市丸の内１－１－２５
甲州　ワイン蔵 物販店 ＪＲ線 甲府駅 山梨県甲府市丸の内１－１－２５
ｃｉｌｉｎｄｒｏ 飲食店 ＪＲ線 甲府駅 山梨県甲府市丸の内２－１５－１４
クリスタル・ミュージアム 物販店 ＪＲ線 龍王駅 山梨県甲府市貢川１－１－７
朗月堂　本店 物販店 ＪＲ線 甲府駅 山梨県甲府市貢川本町１３－６
都留市立病院 病院 富士急行線 都留市駅 山梨県都留市つる５－１ー５５
つけそば　さんぷく 飲食店 ＪＲ線 国母駅 山梨県中巨摩郡昭和町西条５０５１
Ｓｔｅａｋ　Ｃｅｎｔｅｒ　昭和町西条店 飲食店 ＪＲ線 国母駅 山梨県中巨摩郡昭和町西条５０３６
井筒屋醤油 物販店 ＪＲ線 韮崎駅 山梨県韮崎市本町２－９－２６
韮崎市地域情報発信センター 物販店 ＪＲ線 韮崎駅 山梨県韮崎市若宮１－２－５０ 韮崎市民交流センター内
アルプスワイン　直営店 物販店 ＪＲ線 甲府駅 山梨県笛吹市一宮町狐新居３２４－１
ルミエール　ワイナリー＆ショップ 物販店 ＪＲ線 勝沼ぶどう郷駅 山梨県笛吹市一宮町南野呂６２４番地
二葉屋 物販店 富士急行線 月江寺駅 山梨県富士吉田市大明見５－１２－１
富士急ハイランド　第２駐車場 駐車場 富士急行線 富士急ハイランド駅 山梨県富士吉田市新西原５－６－１
□○堂　富士大石 物販店 富士急行線 河口湖駅 山梨県南都留郡富士河口湖町大石１４７７－１
しるし 物販店 富士急行線 河口湖駅 山梨県南都留郡富士河口湖町大石１４７７－１
石ころ館　河口湖 物販店 富士急行線 河口湖駅 山梨県南都留郡富士河口湖町小立字島原１２２１－１
山中湖畔のステーキ酒場 飲食店 富士急行線 富士山駅 山梨県南都留郡山中湖村山中２２６
お食事処歩成 飲食店 ＪＲ線 山梨市駅 山梨県山梨市下神内川１２３４
※ 赤字は新規加盟店です。
※ 本表のほか、京王線・井の頭線の駅構内にあるPASMO対応の飲料自販機（菓子・氷菓を含む）は、新線新宿駅コンコース・ホームの一部の飲料自販機を除き、すべて電子マネー利用ポイントの加算対象です。
※ 会計レシートとは別に、交通IC取扱票を発行している店舗の場合、交通IC R/W ID（SPRWID）がKOで始まるものが電子マネー利用ポイントの加算対象です。（JE、OE、KQ、SB、TQなどは加算対象外です）


