
2022年12月26日時点

※注意事項※
・「くじケース」は、くじ売り場限定での配布です。
・くじ売り場のうち一部店舗での配布であり、全店ではありません。
・店舗によって在庫数が異なりますので、ご了承ください。
・店舗の在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

No. 店舗名 住所

1 大通地下チャンスセンター 北海道札幌市中央区大通西３－１０　大通地下コンコース（旧みずほ銀札幌中央支店地下宝クジ売場）
2 桑園イオンチャンスセンター 北海道札幌市中央区北八条西１４－２８　イオン札幌桑園店店頭
3 北２４条宝くじハウス 北海道札幌市北区北２４条西４丁目２－７　田中ビル１Ｆ
4 札幌宝くじ 北海道札幌市北区北６条西４丁目　ＪＲ札幌駅構内
5 麻生イオンチャンスセンター 北海道札幌市北区北３９条西４－１－５　イオン札幌麻生店前
6 新川２条チャンスセンター 北海道札幌市北区新川２条７－３－２０　ドンキホーテ新川店入口
7 屯田イトーヨーカドーチャンスセンター 北海道札幌市北区屯田８条３－５－１　イトーヨーカドー屯田店西側
8 北四十二条チャンスセンター 北海道札幌市東区北４２条東７－１－１　ドン・キホーテ北４２条店前
9 岡崎商店 北海道札幌市東区北１８条東１丁目３－２４
10 アリオ札幌チャンスセンター 北海道札幌市東区北７条東９－２－２０　アリオ札幌北８条通沿い入口横
11 苗穂イオンチャンスセンター 北海道札幌市東区東苗穂２条３－１－１　イオン苗穂店西入口東側
12 東札幌イオンチャンスセンター 北海道札幌市白石区東札幌３条２－１　イオン東札幌店前
13 平岸ビッグハウスチャンスセンター 北海道札幌市豊平区平岸１条２２－２－１５　平岸ビッグハウスエクストラ店店頭
14 西岡イオンチャンスセンター 北海道札幌市豊平区西岡３条３－４　イオン西岡店１階駐車場
15 藻岩イオンチャンスセンター 北海道札幌市南区川沿２条２－１－１　イオン札幌藻岩店
16 発寒イオンチャンスセンター 北海道札幌市西区発寒七条１２－３－３５　イオンモール札幌発寒南第１駐車場内
17 デュオプレイガイド 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－６－２
18 サンピアザ　プレイガイド 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５－７－２　サンピアザ３階
19 新発寒ホクレンチャンスセンター 北海道札幌市手稲区新発寒４条１－１－６０　パワーセンターコムス内ホクレン新発寒店店頭
20 平岡イオンチャンスセンター 北海道札幌市清田区平岡３条５－３－１　イオン札幌平岡店北西出入口
21 宝くじ函館鍛冶店 北海道函館市鍛冶２丁目７－１０
22 函館戸倉チャンスセンター 北海道函館市戸倉町２６３－１　スーパーアークス戸倉店隣ホーマック側
23 港町スーパーアークスチャンスセンター 北海道函館市港町１－２－１　スーパーアークス港町店前
24 有限会社　アート商会 北海道小樽市稲穂２－９－１２
25 小樽イオンチャンスセンター 北海道小樽市築港１１　イオン小樽店　西側入口横
26 永山イオンチャンスセンター 北海道旭川市永山３条１２－２－１１　イオン旭川永山店入口右側
27 旭川アモールチャンスセンター 北海道旭川市豊岡三条２－２－１９　旭友ストアーアモールショッピングセンター店頭
28 銀座通り大黒天宝くじ売場 北海道旭川市３条通１５丁目右１号
29 室蘭イオンチャンスセンター 北海道室蘭市東町２－４－３２　室蘭イオン店頭
30 日専連釧路　文苑チャンスセンター 北海道釧路市文苑１－２－１８
31 日専連釧路　貝塚チャンスセンター 北海道釧路市貝塚３－２－２８
32 ＪＡＭ星が浦チャンスセンター 北海道釧路市星が浦大通２－６　ぴあざフクハラ星が浦店前
33 帯広イトーヨーカドーチャンスセンター 北海道帯広市稲田町南八線西１０－１　イトーヨーカドー帯広店
34 帯広いっきゅうチャンスセンター 北海道帯広市西十九条南２－３０－５　フクハラいっきゅう店東側入口前
35 北見イトーヨーカドーチャンスセンター 北海道北見市光西町１８５　イトーヨーカドー北見店前
36 マルヨ宝くじ販売株式会社 北海道北見市北１条西１丁目１番地
37 中川商店　本店 北海道岩見沢市六条西１丁目１－４
38 岩見沢イオンチャンスセンター 北海道岩見沢市大和４条８－１　イオン岩見沢店店頭
39 留萌信金本店宝くじ売り場 北海道留萌市花園町２－２－１３
40 ラッキーゲート　新富店 北海道苫小牧市新富町２丁目３－１
41 大福神社 北海道苫小牧市錦町２丁目２－３
42 ラッキーゲート 北海道苫小牧市柳町３丁目１－２０　イオンモール苫小牧　１Ｆ宝くじ売場（キャッシュコーナー入口隣）
43 ラッキーゲートときわ店 北海道苫小牧市ときわ町６丁目２３－３０　ＴＳＵＴＡＹＡ苫小牧バイパス店　正面宝くじＢＯＸ
44 菊谷商店 北海道稚内市萩見５－２１－８
45 江別イオンチャンスセンター 北海道江別市幸町３５番地　江別イオン正面　左端
46 ふうきどう 北海道士別市大通東９丁目２３２４－３２
47 千歳イオンチャンスセンター 北海道千歳市栄町６－５１　イオン千歳店西側第５出入口左前方
48 滝川イオンチャンスセンター 北海道滝川市東町２－２５－３　イオン滝川店前
49 登別イオンチャンスセンター 北海道登別市若山町４－３３－１　イオン登別店店頭
50 恵庭マックスバリュチャンスセンター 北海道恵庭市恵央町１１－１　マックスバリュ恵庭店　正面入口横
51 ジョイフルエーケー大曲店 北海道北広島市大曲工業団地７丁目３番地４
52 花川ビッグハウスチャンスセンター 北海道石狩市樽川六条１－５　ビッグハウス花川店
53 上磯イオンチャンスセンター 北海道北斗市七重浜４－４４－１　イオン上磯店横
54 東神楽西條チャンスセンター 北海道上川郡東神楽町ひじり野南一条５－１－１　スーパーセンターベストム東神楽店正面入口左側
55 静内イオンチャンスセンター 北海道日高郡新ひだか町静内末広町２－２－１　イオン静内店
56 音更フクハラチャンスセンター 北海道河東郡音更町木野大通東１６－１　ぴあざフクハラ音更店内
57 ダイイチ札内チャンスセンター 北海道中川郡幕別町札内共栄町１６３　ダイイチ札内店
58 ＤＣＭ青森中央店　宝くじ売場 青森県青森市緑３－１１－３
59 青森イトーヨーカドーチャンスセンター 青森県青森市浜田１－１４－１　イトーヨーカドー青森店
60 青森ラ・セラ東チャンスセンター 青森県青森市八重田４－２－１　ラ・セラ東バイパス店入口前
61 弘前駅前宝くじ売場 青森県弘前市駅前１－１－１１
62 弘前樋の口イオンタウンチャンスセンター 青森県弘前市樋の口２－９　イオンタウン弘前樋の口ＳＣ
63 ＤＣＭ八戸新井田店　宝くじ売場 青森県八戸市大字新井田字寺沢２０
64 よこまち類家店宝くじ売場 青森県八戸市類家３丁目２－１３
65 よこまちストア旭ヶ丘店　宝くじ売場 青森県八戸市新井田字小久保尻１６－４
66 よこまちストア一番町店　宝くじ売場 青森県八戸市尻内町字八百刈２７
67 よこまちストア新井田店　宝くじ売場 青森県八戸市新井田西３丁目９－５
68 よこまち八戸駅前店　宝くじ売場 青森県八戸市尻内町字館田１－１
69 よこまち三日町くじ売場 青森県八戸市大字三日町７番１
70 八戸沼館イトーヨーカドーチャンスセンター 青森県八戸市沼館４－７－１１１　イトーヨーカドー八戸沼館店北口横
71 エルムの街チャンスセンター 青森県五所川原市唐笠柳字藤巻５１７－１　エルム専門店入口横
72 ＴＲＩＡＬ十和田店　吉金宝くじＢＯＸ 青森県十和田市東十三番町３９－４　
73 吉金商店本店 青森県十和田市稲生町２３－１　
74 十和田イオンチャンスセンター 青森県十和田市相坂字六日町山１６６－１　イオンスーパーセンター十和田店　入口横
75 （有）文栄堂 青森県三沢市大町２－３－５
76 よこまちストア岡三沢店　宝くじ売場 青森県三沢市岡三沢１－１－１５４
77 ｔｏｔｏショップさとちょう中央店 青森県むつ市中央２－４９－６
78 イオンモールつがる柏宝くじチャンスセンター 青森県つがる市柏稲盛幾世４１　イオンモールつがる柏食品館入口横宝くじ売場
79 マックスバリュ板柳宝くじチャンスセンター 青森県北津軽郡板柳町大字灰沼字東２６５－１（宝くじ売場）
80 よこまちストア五戸店　宝くじ売場 青森県三戸郡五戸町字下モ沢向２５－３
81 よこまち階上宝くじ売場 青森県三戸郡階上町道仏字耳ケ吠６－４４８　宝くじ売場
82 宝くじ神社　遠野とぴあチャンスセンター 岩手県遠野市新穀町１－１１　遠野とぴあ　１Ｆ　インフォメーション
83 盛岡サンサチャンスセンター 岩手県盛岡市津志田中央三丁目２５番１　盛岡サンサチャンスセンター
84 宝くじ神社　マッハランドチャンスセンター 岩手県盛岡市上堂１－２－３８　マッハランド駐車場内
85 宝くじ神社　チャンスセンター大通本店 岩手県盛岡市大通３－２－６　宝くじ神社大通本店内
86 宝くじ神社　イオンモール盛岡南チャンスセンター 岩手県盛岡市本宮７－１－１　イオンモール盛岡南店
87 宝くじ神社　イオンモール盛岡チャンスセンター 岩手県盛岡市前潟４－７－１　イオンモール盛岡１階中央入口内宝くじ売場
88 宝くじ神社　みたけチャンスセンター 岩手県盛岡市みたけ２丁目１３３－３７　アクロスプラザ盛岡みたけ　駐車場内
89 盛岡渋民イオンチャンスセンター 岩手県盛岡市渋民字鶴飼２０－１　イオンスーパーセンター盛岡渋民店入口横
90 宮古ＤＯＲＡチャンスセンター 岩手県宮古市小山田２－２－１　マリンコープＤＯＲＡ入口側面
91 サンリア案内所 岩手県大船渡市盛町字町１０－１１　サンリア
92 宝くじ神社　アルテマルカンチャンスセンター 岩手県花巻市桜台１－１２－１２　アルテマルカン前
93 宝くじ神社　やまの神チャンスセンター 岩手県花巻市山の神６８４－１　ファミリーマート　やまの神店　駐車場内
94 花巻イトーヨーカドーチャンスセンター 岩手県花巻市下小舟渡１１８－１　イトーヨーカドー花巻店

「くじケース」配布店舗一覧



2022年12月26日時点

※注意事項※
・「くじケース」は、くじ売り場限定での配布です。
・くじ売り場のうち一部店舗での配布であり、全店ではありません。
・店舗によって在庫数が異なりますので、ご了承ください。
・店舗の在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

No. 店舗名 住所

「くじケース」配布店舗一覧

95 宝くじ神社　イオン江釣子チャンスセンター 岩手県北上市北鬼柳１９－６８　イオン江釣子店　南口前
96 ジョイス久慈チャンスセンター 岩手県久慈市長内町第２９地割１０－１　ジョイス久慈長内店
97 宝くじ神社　イオン一関チャンスセンター 岩手県一関市山目字泥田８９　イオン一関駐車場内
98 宝くじ神社　イオンスーパーセンター一関チャンスセンター 岩手県一関市弧禅寺字石ノ瀬１１－１　イオンスーパーセンター一関店１階宝くじ神社内
99 宝くじ神社　マイヤ高田店チャンスセンター 岩手県陸前高田市高田町字館の沖１０
100 宝くじ神社　共栄サンパルクチャンスセンター 岩手県釜石市上中島２－７－３６　共栄サンパルク店　１Ｆ
101 宝くじ神社　二戸ニコアチャンスセンター 岩手県二戸市米沢字荒谷２５　二戸ショッピングセンターニコア
102 西根ココハウスチャンスセンター 岩手県八幡平市平舘２５－２９３－１　マックスバリュ西根店
103 宝くじ神社　水沢ＸＹＺチャンスセンター 岩手県奥州市水沢区佐倉河字矢中４２　ヤマダ電機隣宝くじ神社内
104 宝くじ神社　水沢日高ＸＹＺチャンスセンター 岩手県奥州市水沢区字田小路５４番地　ＸＹＺ水沢日高　駐車場内
105 宝くじ神社　矢巾アルコチャンスセンター 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第７地割１４０　矢巾アルコ店前
106 宝くじ神社　大槌マストチャンスセンター 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚第２７－３－４　シーサイドタウンマスト店内サービスカウンター
107 （株）藤崎 宮城県仙台市青葉区一番町３－２－１７
108 株式会社菅原酒店 宮城県仙台市青葉区一番町４－３－１　菅原酒店ビル１Ｆ
109 佐藤商店 宮城県仙台市青葉区中央３－６－５
110 イエローハット宮城インター店宝くじ売場 宮城県仙台市青葉区折立３－１－３５
111 広瀬本町チャンスセンター 宮城県仙台市青葉区本町２－２－５　広瀬通り江陽グランドホテルならび
112 幸町生協セラビチャンスセンター 宮城県仙台市宮城野区大梶７－１０　みやぎ生協セラビ幸町店　ケンタッキーチキン前
113 ヤマザワ田子店宝くじ夢売場 宮城県仙台市宮城野区田子２－４０－２８
114 ヤマザワ中野栄店　宝くじ夢売場 宮城県仙台市宮城野区栄２－２４－１０
115 みやぎ生協岩切店　夢買処 宮城県仙台市宮城野区岩切分台１－１－２　宝くじ売場
116 仙台駅東口チャンスセンター 宮城県仙台市宮城野区榴岡１－２－８　イベントホール松栄前
117 ヤマザワ荒井店宝くじ夢売場 宮城県仙台市若林区荒井三丁目２９－３　宝くじ売場
118 小野商店 宮城県仙台市若林区表柴田町８６番地
119 卸商団地チャンスセンター 宮城県仙台市若林区卸町１－６－９　卸町会館（卸商センター）みやぎ健診プラザ１階
120 ヤマザワ中田店宝くじ夢売場 宮城県仙台市太白区中田町字千刈田１９－１
121 ヤマザワ茂庭店宝くじ夢売場 宮城県仙台市太白区茂庭台４－１－３２
122 太田屋西中田店 宮城県仙台市太白区西中田５丁目１７－１
123 イエローハット西多賀店宝くじ売場 宮城県仙台市太白区西多賀４－１２－１
124 ザ・モール仙台長町チャンスセンター 宮城県仙台市太白区長町７－２０－３　ザ・モール仙台長町店パート１パート２中間
125 ヤマザワ松陵店宝くじ夢売場 宮城県仙台市泉区松陵２－５－１
126 ヤマザワ住吉台店宝くじ夢売場 宮城県仙台市泉区住吉台西４－２－１
127 ヤマザワ長命ヶ丘店宝くじ夢売場 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘５－１３－１
128 泉中央チャンスセンター 宮城県仙台市泉区泉中央１－６－３　宝くじ売場
129 中山イオンチャンスセンター 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０　イオン仙台中山店　３Ｆ出入口前
130 イオンモール石巻チャンスセンター 宮城県石巻市茜平４－１０４　イオンモール石巻
131 ヤマザワ塩釜中の島店宝くじ夢売場 宮城県塩竈市中の島２－１６　宝くじ売場
132 イエローハットしおがま店宝くじ売場 宮城県塩竈市杉の入３－１－３
133 気仙沼イオンチャンスセンター 宮城県気仙沼市赤岩舘下６－１　イオン気仙沼店西入口横
134 ヤマザワ白石北店宝くじ夢売場 宮城県白石市福岡長袋字高畑１　宝くじ売場
135 イオンモール名取　夢買処 宮城県名取市杜せきのした５－３－１　宝くじ売場
136 ホームセンタームサシ名取店　宝くじ売場 宮城県名取市愛島郷一丁目１番地１
137 ヤマザワ角田店　宝くじ夢売場 宮城県角田市角田字中島下５１９－１　宝くじ売場
138 ヤマザワ多賀城店宝くじ夢売場 宮城県多賀城市城南２－１４－７
139 イエローハット多賀城店宝くじ売場 宮城県多賀城市町前１－２－１５
140 イエローハット岩沼店宝くじ売場 宮城県岩沼市末広１－３－２２
141 イオンタウン佐沼チャンスセンター 宮城県登米市南方町新島前４６－１　イオンタウン佐沼　正面入口横
142 金成ザ・ビッグチャンスセンター 宮城県栗原市金成小迫荒崎２２　金成ザ・ビッグ店　駐車場
143 矢本イオンタウンチャンスセンター 宮城県東松島市小松字上浮足４３　イオンタウン矢本
144 ヤマザワ古川北店宝くじ夢売場 宮城県大崎市古川江合寿町３－６－２　宝くじ売場
145 ヤマザワ古川バイパス店宝くじ夢売場 宮城県大崎市古川字竹ノ内２７９－１　宝くじ売場
146 ヤマザワ富谷成田店宝くじ夢売場 宮城県富谷市成田１－６－８
147 柴田イオンタウンチャンスセンター 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新大原１９４－１　イオンタウン柴田ＳＣ内　駐車場西側
148 チャンスセンターイオンモール新利府北館 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２　イオンモール新利府北館　西口駐車場内
149 チャンスセンターイオンモール新利府南館 宮城県宮城郡利府町新中道３丁目１－１　イオンモール新利府南館１階
150 ヤマザワ吉岡店宝くじ夢売場 宮城県黒川郡大和町吉岡南第二土地区画整理地内９３街区２０外　宝くじ売場
151 ヤマザワ杜のまち店宝くじ夢売場 宮城県黒川郡大和町杜の丘一丁目１６番　宝くじ売場
152 能代チャンスセンター 秋田県能代市字寺向７０　アクロス能代
153 （資）渡辺酒店　東通店 秋田県秋田市東通８丁目２－１
154 （資）渡辺酒店御野場店 秋田県秋田市仁井田本町５－１０－１
155 ナイス外旭川チャンスセンター 秋田県秋田市外旭川字三後田６７　スーパーナイス外旭川店
156 茨島チャンスセンター 秋田県秋田市茨島４－３－１８　マックスバリュ茨島店
157 御所野チャンスセンター 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１　イオンモール秋田ショッピングセンター１Ｆ　ＴＯＨＯシネマズ入口通路
158 よねやハッピーモール店　宝くじ夢売場 秋田県横手市横手町五ノ口３６－１
159 大館西チャンスセンター 秋田県大館市根下戸新町１８－８３　イオンタウン大館西ショッピングセンター　ザ・ビッグ
160 大館イオンチャンスセンター 秋田県大館市大田面２３８　イオンスーパーセンター大館店
161 湯沢プラザチャンスセンター 秋田県湯沢市材木町２－１－１８　ビフレ湯沢店
162 よねや千石大橋店　宝くじ夢売場 秋田県湯沢市万石２４２
163 よねや稲川店　宝くじ夢売場 秋田県湯沢市川連町字大舘疣橋７２－３
164 中仙イオンチャンスセンター 秋田県大仙市北長野字袴田１８８　イオン中仙店
165 よねや富士見町店　宝くじ夢売場 秋田県大仙市富士見町１０－６０
166 よねや角館店　宝くじ夢売場 秋田県仙北市角館町小勝田中川原１１１－１
167 ヤマザワ天童西店宝くじ夢売場 山形県天童市南小畑４－１１－３３　宝くじ売場
168 ヤマザワ北町店宝くじ夢売場 山形県山形市桧町４－４－２１
169 ヤマザワ松見町店宝くじ夢売場 山形県山形市松見町２１－１０　宝くじ売場
170 ヤマザワ成沢店宝くじ夢売場 山形県山形市成沢西５丁目３－２
171 ヤマザワ白山店宝くじ夢売場 山形県山形市白山２－１－２８
172 ヤマザワあさひ町店宝くじ夢売場 山形県山形市あさひ町２０－１５　スーパーマーケット正面入口脇　宝くじ売場
173 ヤマザワ宮町店宝くじ夢売場 山形県山形市宮町５－９－２２　宝くじ売場
174 ヤマザワ漆山店宝くじ夢売場 山形県山形市大字漆山２５７０－１　宝くじ売場
175 ヤマザワ富の中店宝くじ夢売場 山形県山形市富の中４－４－３３　宝くじ売場
176 高橋たばこ店 山形県山形市香澄町１－１５－１
177 東原宝くじショップ 山形県山形市東原町４丁目１０－１９　東原宝くじショップ
178 春日町宝くじショップ 山形県山形市春日町９－３
179 ヤマザワ花沢町店宝くじ夢売場 山形県米沢市花沢町２７１０－１
180 ヤマザワ相生町店宝くじ夢売場 山形県米沢市相生町７－５８－１４
181 ヤマザワ堀川町店宝くじ夢売場 山形県米沢市堀川町４－６１
182 ヤマザワ米沢中田町店宝くじ夢売場 山形県米沢市中田町９９７－１
183 ヤマザワ鶴岡店宝くじ夢売場 山形県鶴岡市大字布目字中通２０５－１
184 ヤマザワ鶴岡茅原店宝くじ夢売場 山形県鶴岡市北茅原町１０番３１号
185 ヤマザワくしびき店宝くじ夢売場 山形県鶴岡市丸岡字鳥飼１２１－２　スーパーマーケット正面入口脇　宝くじ売場
186 ヤマザワ東大町店宝くじ夢売場 山形県酒田市東大町３－３６－３
187 ヤマザワ山居町店宝くじ夢売場 山形県酒田市山居町２－５－５
188 ヤマザワ旭新町店宝くじ夢売場 山形県酒田市旭新町１６－１
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189 ヤマザワ新庄店宝くじ夢売場 山形県新庄市金沢字大道上２０３３－４
190 ヤマザワ新庄宮内店宝くじ夢売場 山形県新庄市五日町字宮内２７２番地１　宝くじ売場
191 ヤマザワ寒河江プラザ店宝くじ夢売場 山形県寒河江市大字寒河江字横道６５－１
192 ヤマザワ寒河江西店宝くじ夢売場 山形県寒河江市中郷字角田１６００
193 チェリーランドさがえ 山形県寒河江市大字八鍬字川原９１９－８　正面入口前宝くじ売場
194 ヤマザワ上山店宝くじ夢売場 山形県上山市矢来３－７－２３　宝くじ売場
195 ヤマザワ村山店宝くじ夢売場 山形県村山市楯岡新町３－３０－２８
196 ヤマザワ村山駅西店宝くじ夢売場 山形県村山市大字楯岡字楯岡西８０５１番１　宝くじ売場
197 ヤマザワ長井店宝くじ夢売場 山形県長井市館町南１１－３
198 ヤマザワ天童北店宝くじ夢売場 山形県天童市乱川４－１－１
199 ヤマザワ神町店宝くじ夢売場 山形県東根市神町北２－８－２
200 ヤマザワ尾花沢店宝くじ夢売場 山形県尾花沢市大字尾花沢字下新田１４０３－５
201 ヤマザワ南陽店宝くじ夢売場 山形県南陽市郡山５７８
202 ヤマザワ中山店宝くじ夢売場 山形県東村山郡中山町大字長崎新町３０３０－６７
203 ヤマザワ川西店宝くじ夢売場 山形県東置賜郡川西町大字上小松１１４３－１　宝くじ売場
204 ヤマザワ余目店宝くじ夢売場 山形県東田川郡庄内町余目字滑石３８－１　宝くじ売場
205 大玉ＰＬＡＮＴ－５チャンスセンター 福島県安達郡大玉村大山字仲江２７１　ＰＬＡＮＴ－５大玉店
206 方木田チャンスセンター 福島県福島市方木田字水口１－９　コープふくしま方木田店　国道１１５号沿い
207 会津アピオチャンスセンター 福島県会津若松市インター西１１６　リオンドール会津アピオ
208 郡山駅前チャンスセンター 福島県郡山市駅前１－１６－７　ＪＲ郡山駅前「アティ郡山」正面入口横
209 大槻カインズチャンスセンター 福島県郡山市中野１－３５　カインズホーム大槻店
210 いわき・ら・ら・ミュウ宝くじ売場 福島県いわき市小名浜字辰巳町４３－１　宝くじ売場
211 いわきイオンチャンスセンター 福島県いわき市平字三倉６８－１　いわきイオンの入口
212 平一町目宝くじセンター 福島県いわき市字一町目１番地
213 須賀川中央チャンスセンター 福島県須賀川市稲荷町１１７　スポーツクラブ　ＪＯＹＦＩＴ須賀川店
214 喜多方カインズチャンスセンター 福島県喜多方市関柴町西勝字鴨屋敷８－２　カインズ喜多方店　駐車場
215 フレスコキクチ東原町店 福島県南相馬市原町区北原字本屋敷１８６　宝くじ売場
216 原町西ヨークベニマルチャンスセンター 福島県南相馬市原町区南町４－７－１　ヨークベニマル原町西店
217 ＲＯＳＥＯ水戸ロッタリーショップ 茨城県水戸市笠原９７８－３９
218 イオンモール水戸内原　大黒天宝くじ 茨城県水戸市中原町字西１３５　イオンモール水戸内原内　１Ｆ
219 ふたば浜田店 茨城県水戸市本町３－２３－２５　エコス浜田店内
220 糸久宝くじたばこ店 茨城県水戸市宮町２－３－３５
221 登利庄 茨城県水戸市泉町３－２－１１
222 日立カインズチャンスセンター 茨城県日立市留町字前川１２７０－２　カインズホーム日立店
223 イオンモール土浦　大黒天宝くじ 茨城県土浦市上高津３６７番地　イオンモール土浦内　１Ｆ
224 ドリームピア 茨城県土浦市真鍋新町１８－１３　カスミ土浦ピアタウン１Ｆ
225 ジョイフル本田荒川沖店 茨城県土浦市北荒川沖町１－３０　ジョイフル本田荒川沖店１Ｆ宝くじ売場
226 ドリームタテノ 茨城県古河市諸川２５５７
227 ジョイフル本田古河店 茨城県古河市西牛谷３４７　ジョイフル本田古河店　宝くじ売場
228 ウェルサイト石岡チャンスセンター 茨城県石岡市東大橋字中峯１９７６－１　ウェルサイト石岡　ＡＧボウル内　カフェタリーズ横
229 結城とりせんチャンスセンター 茨城県結城市新福寺６－１２－４
230 竜ヶ崎ホームズスクエアチャンスセンター 茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町２２８　トステムビバ店頭
231 龍ヶ崎ヤオコーチャンスセンター 茨城県龍ヶ崎市光順田１６９２　ヤオコー龍ヶ崎店　駐車場内
232 道の駅　しもつま 茨城県下妻市数須１４０　道の駅しもつま宝くじ売場
233 柴カメラ店 茨城県下妻市下妻丁３５０－１
234 ホームジョイ本田石下店 茨城県常総市古間木１８５０宝くじ売場
235 紙茂商店宝くじ売り場 茨城県常陸太田市塙町２９５３　
236 高萩イオンチャンスセンター 茨城県高萩市安良川２３１　高萩イオン正面入口横
237 笠間イオンチャンスセンター 茨城県笠間市赤坂８　イオン笠間店
238 笠間トライアルチャンスセンター 茨城県笠間市旭町４３０－１　スーパーセンタートライアル笠間店
239 ミスターマックス取手　大黒天宝くじ 茨城県取手市東４－５－１
240 イオンモールつくば　大黒天宝くじ 茨城県つくば市稲岡６６－１　イオンモールつくば内　１Ｆ
241 つくばトナリエキュートチャンスセンター 茨城県つくば市吾妻１－６－１　トナリエキュート１階
242 ジョイフル本田ひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町３４－１宝くじ売場
243 勝田ドン・キホーテチャンスセンター 茨城県ひたちなか市石川町１－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ勝田店入口横
244 溝口商店 茨城県鹿嶋市平井１１２８－６５
245 片岡酒店 茨城県鹿嶋市木滝１６６－１
246 ショッピングセンターチェリオ内舎利御店 茨城県鹿嶋市宮中２９０－１ショッピングセンターチェリオ内
247 ライスショップたぐち 茨城県鹿嶋市鉢形１５２６－３　サンポートかしま内
248 関口たばこ店 茨城県潮来市潮来９９－２４
249 ホームジョイ本田潮来店 茨城県潮来市須賀２８３７宝くじ売場
250 パサール守谷下り線　宝くじ売場 茨城県守谷市野木崎９８
251 ジョイフル本田守谷店 茨城県守谷市松ヶ丘３－８宝くじ売場
252 常陸大宮ピサーロチャンスセンター 茨城県常陸大宮市下村田２３８７　常陸大宮ピサーロ入口右側
253 岩瀬カスミチャンスセンター 茨城県桜川市御領１－５８　スーパーカスミ岩瀬店前
254 山田酒店 茨城県神栖市平泉２７８６－１
255 サンメイトすずき 茨城県神栖市太田４４７
256 城之内商店 茨城県神栖市奥野谷３５９７－１
257 コンビニエンス　ナカムラ 茨城県神栖市東和田５７３０－６
258 卯月酒店 茨城県神栖市知手２７０－４
259 鉾田アクロスチャンスセンター 茨城県鉾田市塔ヶ崎１０１７－１　鉾田ショッピングセンター内
260 マイアミショッピングセンターサービスカウンター 茨城県稲敷郡阿見町阿見２９５８　マイアミショッピングセンター１Ｆ
261 秋元薬局 栃木県宇都宮市駅前通り１－５－１１
262 福田屋インターパークチャンスセンター 栃木県宇都宮市インターパーク６－１－１　ＦＫＤショッピングモール宇都宮インターパーク店　正面入口横
263 宇都宮カルナチャンスセンター 栃木県宇都宮市宿郷３－１６－３　カルナ駅東店
264 宇都宮アピタチャンスセンター 栃木県宇都宮市江曽島本町２２－７　アピタ宇都宮店
265 細谷ヨークベニマルチャンスセンター 栃木県宇都宮市細谷町３７５－２　ヨークベニマル細谷店
266 若松原ヨークベニマルチャンスセンター 栃木県宇都宮市北若松原１－１３－１５　ヨークベニマル若松原店
267 スーパービバホーム足利　大黒天宝くじ 栃木県足利市掘込町字宮前２５０－１　スーパービバホーム足利掘込店　１Ｆ店頭
268 吉田菓子店 栃木県足利市田中町７７８
269 大平カインズモールチャンスセンター 栃木県栃木市大平町下皆川７００　カインズホーム大平店
270 栃木イオンチャンスセンター 栃木県栃木市箱森町３８－４０　イオン栃木店
271 佐野とりせんチャンスセンター 栃木県佐野市堀米町２５６０　とりせん佐野西店
272 鹿沼ビバモールチャンスセンター 栃木県鹿沼市睦町字川西城下２８７－１　ビバモール鹿沼ショッピングモール
273 今市ベイシアチャンスセンター 栃木県日光市芹沼字石神殿１４７０－１　ベイシア今市店
274 小山本郷チャンスセンター 栃木県小山市本郷町３－２５９０－１７　スーパーたいらや　小山本郷店　右側手前
275 ジョイホン　小山駅前店 栃木県小山市駅前通り２丁目３番１５号
276 真岡ベイシアチャンスセンター 栃木県真岡市並木町１－１０－１　ベイシア真岡店南側
277 大田原カインズチャンスセンター 栃木県大田原市富士見１－１６５０－３３　カインズホーム大田原店
278 ビバモール那須塩原　ロッタリーセンター 栃木県那須塩原市豊浦字豊浦１２－１　ビバモール那須塩原　１Ｆ　宝くじ売場
279 黒磯メガドンキホーテチャンスセンター 栃木県那須塩原市材木町３－５　ＭＥＧＡドン・キホーテ黒磯店
280 那須塩原ベイシアチャンスセンター 栃木県那須塩原市緑２－１１５５－１１　ベイシア那須塩原店
281 ジョイフル本田　宇都宮店 栃木県河内郡上三川町磯岡４２１－１　宝くじ売場
282 館林アゼリアモールチャンスセンター 群馬県館林市楠町３６２２－４　館林アゼリアモール
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283 ベイシア前橋おおごロッタリーショップ 群馬県前橋市堀越町３７７
284 川原ロッタリーショップ 群馬県前橋市川原町２－４－４
285 前橋けやきウォークチャンスセンター 群馬県前橋市文京町２－１－５３　けやきウォーク前橋ショッピングセンター東側正面入口左となり
286 前橋モールベイシアチャンスセンター 群馬県前橋市上泉町６８０－１　ベイシア前橋モール店
287 アカマルロッタリーショップ 群馬県高崎市中尾町字鳥羽前４４－１　アカマル１Ｆ
288 並榎町ロッタリーショップ 群馬県高崎市並榎町４９－１
289 スーパービバホーム高崎ロッタリーショップ 群馬県高崎市大八木町６２２番地
290 ミスターマックス倉賀野　大黒天宝くじ 群馬県高崎市倉賀野町４６９１－１　ミスターマックス倉賀野店１Ｆ店頭
291 高崎アピタチャンスセンター 群馬県高崎市矢中町字渕ノ内６６８－１　アピタ高崎店正面玄関横
292 群馬町とりせんチャンスセンター 群馬県高崎市中泉町６９０　とりせん群馬町店
293 桐生ガスプラザ宝くじ売場 群馬県桐生市本町５－３６５－１
294 ミスターマックス伊勢崎　大黒天宝くじ 群馬県伊勢崎市宮子町３５５６－１　ミスターマックス店頭　１階
295 安堀フォリオチャンスセンター 群馬県伊勢崎市安堀町１８５５－４　フレッセイ安堀
296 伊勢崎東ＭＥＧＡドンキホーテチャンスセンター 群馬県伊勢崎市三室町５３３０　ＭＥＧＡドンキホーテＵＮＹ伊勢崎東店
297 シエン 群馬県太田市高林寿町１８０９
298 ジョイフル本田新田店 群馬県太田市新田市野井町５５６－１宝くじ売場
299 有限会社　みねざき酒店 群馬県太田市内ヶ島町１４５９－３
300 太田新井とりせんチャンスセンター 群馬県太田市新井町３７７－６　とりせん太田新井店駐車場内（１００円ショップのある方の駐車場）
301 ベイシアおおたモールチャンスセンター 群馬県太田市飯塚町６２６－１　ベイシアおおたモール店
302 菊屋紙店 群馬県沼田市下之町１００８
303 酒の中村 群馬県館林市下早川田町７０８－２
304 渋川ベイシアチャンスセンター 群馬県渋川市行幸田字砂田２９６　ベイシア渋川店駐車場内
305 フレスポ藤岡　大黒天宝くじ 群馬県藤岡市森字台４７７－３　フレスポ藤岡　１Ｆ
306 有限会社　茂木電気商会 群馬県藤岡市藤岡４０９
307 藤岡フィールチャンスセンター 群馬県藤岡市中栗須字大林３９０　スーパーセンターフィール
308 富岡ベイシアチャンスセンター 群馬県富岡市黒川字中材６５０　ベイシア富岡店駐車場内（宝くじ売場）
309 アクロスプラザ笠懸チャンスセンター 群馬県みどり市笠懸町阿左美１２９６－３　アクロスプラザ笠懸
310 前橋吉岡カインズチャンスセンター 群馬県北群馬郡吉岡町大久保８２１　カインズホーム吉岡店
311 吾妻ベイシアチャンスセンター 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町９９１－１　ベイシア吾妻店駐車場内（宝くじ売場）
312 ジョイフルチャンスセンター千代田店 群馬県邑楽郡千代田町萱野８１３－１　ジョイフル本田千代田店　１Ｆ
313 大泉カインズチャンスセンター 群馬県邑楽郡大泉町坂田５８　カインズホーム大泉
314 角屋商店 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野４４５７－５
315 ほんのいえ　宮脇書店　越谷店 埼玉県越谷市東大沢５－５－８
316 ラッキー宝くじセンター 埼玉県越谷市赤山町２－６３－１　ア・ス・ヴェルデビル１Ｆ　宝くじ売場
317 コピオ入間下藤沢店（宝くじ売場） 埼玉県入間市下藤沢１８８－１　コピオ入間下藤沢ＳＣ内　スーパーアルプス正面入口左側宝くじＢＯＸ
318 イオンレイクタウンチャンスセンター 埼玉県越谷市東町２－８　イオンレイクタウン　ＭＯＲＩエリア　区画Ｎｏ．１４０１
319 西川口東武ストアチャンスセンター 埼玉県川口市並木２－２２－１　東武ストア西川口店前
320 蓮田ドン・キホーテチャンスセンター 埼玉県蓮田市東４－５－１３　ＭＥＧＡドン・キホーテ蓮田店南側入口横
321 宝くじ売場コモディイイダ新河岸店 埼玉県川越市砂９４５－１　コモディイイダ新河岸店　店頭　宝くじ売場
322 大宮カインズチャンスセンター 埼玉県さいたま市西区高木１４８０－２　カインズホーム大宮店前
323 大宮宮原ステラタウンチャンスセンター 埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５４－１　ステラタウン１Ｆ　イトーヨーカドー大宮宮原店　加茂宮駅側入口前
324 大宮イオンチャンスセンター 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　イオン大宮店前
325 高島屋大宮ドリームスクエア 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－３２
326 宝くじロトハウス　大宮一番街店 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－７８
327 チャンスセンターコクーンシティ店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１８　さいたま新都心東口コクーンシティ内
328 ロヂャース大宮ロッタリーショップ 埼玉県さいたま市見沼区丸が崎宮ノ下１３８５
329 大宮蓮沼ヤオコーチャンスセンター 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼５０６　ヤオコー大宮蓮沼店
330 ドリームチャンス　島忠　与野店 埼玉県さいたま市中央区新中里３－２０－３０　ホームズ与野店　１階
331 宝くじロトハウス　与野駅西口店 埼玉県さいたま市中央区下落合１０３２　栗原ビル　１階
332 与野イオンチャンスセンター 埼玉県さいたま市中央区本町西５－２－９　イオンモール与野１Ｆ第４駐車場前
333 ロヂャース浦和ロッタリーショップ 埼玉県さいたま市桜区山久保１－１１－１
334 宝くじロトショップ　浦和駅東口前店 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町２－３
335 アトレ浦和チャンスセンター 埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　浦和駅西口アトレ西口改札　アトレ浦和　Ｗｅｓｔ　Ａｒｅａ２Ｆ
336 武蔵浦和チャンスセンター 埼玉県さいたま市南区沼影１－８－１５　武蔵浦和駅西口前
337 南浦和東口チャンスセンター 埼玉県さいたま市南区南浦和２－３９－２　大雄ビル　南浦和駅東口埼玉りそな銀行向い
338 浦和美園カインズチャンスセンター 埼玉県さいたま市緑区美園１－１１－１　浦和美園カインズ宝くじ売場
339 浦和ドン・キホーテチャンスセンター 埼玉県さいたま市緑区原山４－３－３　ドン・キホーテ浦和原山店前
340 浦和美園イオンチャンスセンター 埼玉県さいたま市緑区美園５－５０－１　イオン浦和美園店１Ｆ
341 スーパービバホーム岩槻　大黒天宝くじ 埼玉県さいたま市岩槻区府内３－７－１　スーパービバホーム岩槻　１Ｆ
342 ウニクス浦和美園宝くじショップ 埼玉県さいたま市岩槻区美園東二丁目１７番地１３
343 岩槻ワッツチャンスセンター 埼玉県さいたま市岩槻区本町３－２－５　東武野田線岩槻駅前　ワッツ館１Ｆ
344 ロヂャース川越ロッタリーショップ 埼玉県川越市脇田新町１１－１１　ロヂャース川越店　店頭
345 島忠ホームズ川越　大黒天宝くじ 埼玉県川越市小仙波６９１－１
346 スーパービバホーム西川越　大黒天宝くじ 埼玉県川越市大字小室５５番地　１Ｆ
347 ウニクス南古谷宝くじショップ 埼玉県川越市泉町３－１　ウニクス南古谷宝くじショップ
348 ウニクス川越宝くじショップ 埼玉県川越市新宿町１－１７－１　ウニクス川越
349 本川越ペペチャンスセンター 埼玉県川越市新富町１－２２　本川越駅　本川越ペペ北側入口正面
350 リカリッシュ熊谷太井店 埼玉県熊谷市太井２０５２－３
351 熊谷ニットーモールチャンスセンター 埼玉県熊谷市銀座２－９７　ニットーモール前駐輪場
352 宝くじロトハウス　川口八間通り店 埼玉県川口市栄町３－１１－８　池田ビル
353 川口グリーンシティチャンスセンター 埼玉県川口市安行領根岸２６９４－１　川口グリーンゴルフ前
354 チャンスセンターイオンモール川口前川店 埼玉県川口市前川１－１－１１　イオンモール１Ｆ西出入口、外
355 川口朝日ヤオコーチャンスセンター 埼玉県川口市朝日２－２－１５　ヤオコー朝日店
356 ミエルかわぐちチャンスセンター 埼玉県川口市本町２－７－２５　ミエルかわぐちショッピングセンター
357 リカリッシュ行田旭町店 埼玉県行田市旭町１２－７
358 リカリッシュ宝くじ売場持田店 埼玉県行田市持田３４５－６
359 秩父ベルクチャンスセンター 埼玉県秩父市中村町４－３－２４　ベルク公園橋店店頭
360 所沢　大黒天宝くじ 埼玉県所沢市くすのき台１－１４－５　西武所沢駅構内　宝くじ売場
361 宝くじロトハウス　東所沢店 埼玉県所沢市東所沢和田１－１０－１２　アイシンビル
362 いなげや所沢狭山ヶ丘店宝くじショップ 埼玉県所沢市若狭１－２９３８－１
363 所沢ヤオコーチャンスセンター 埼玉県所沢市北原町１４１５－１　マーケットシティ所沢
364 マミーマート所沢山口チャンスセンター 埼玉県所沢市小手指台２３－１　マミーマート所沢山口店
365 コピオ飯能宝くじ売場 埼玉県飯能市新光１－５　コピオ飯能ＳＣ内　スーパーアルプス店頭宝くじＢＯＸ
366 宝くじ売場丸広東飯能店 埼玉県飯能市栄町２４－４　東飯能駅東口　宝くじ売り場
367 スーパービバホーム加須ロッタリーショップ 埼玉県加須市下高柳１－２９　１Ｆ
368 児玉ヤオコーチャンスセンター 埼玉県本庄市児玉町児玉２３１８－１　ヤオコー児玉バイパス店　店頭
369 高坂サービスエリア（上り線） 埼玉県東松山市大字田木字立野４－５　宝くじ売場
370 シルピア店宝くじ売場 埼玉県東松山市松葉町４－３－１８
371 イオンモール春日部　大黒天宝くじ 埼玉県春日部市下柳４２０－１　イオンモール春日部店　１Ｆ　宝くじ売場
372 宝くじロトハウス　春日部駅東口店 埼玉県春日部市粕壁１－１－８　金子ビル１階
373 春日部イトーヨーカドーチャンスセンター 埼玉県春日部市中央１－１３－１　イトーヨーカドー春日部店前
374 狭山イオンチャンスセンター 埼玉県狭山市上奥富１１２６－１　イオン狭山店１階エスカレーター裏
375 入曽ヤオコーチャンスセンター 埼玉県狭山市北入曽７２０－１　ヤオコー北入曽店
376 イオンモール羽生　大黒天宝くじ 埼玉県羽生市川崎２－２８１－３　イオンモール羽生内　１Ｆ
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377 ウニクス鴻巣宝くじショップ 埼玉県鴻巣市北新宿２２５－１　ウニクス鴻巣宝くじショップ
378 鴻巣駅前チャンスセンター 埼玉県鴻巣市本町４－２９２３－２　ＪＲ高崎線鴻巣駅東口駅前ロータリー内
379 深谷駅前チャンスセンター 埼玉県深谷市西島２－１１－２　深谷駅北口
380 バリュープラザ上尾ロッタリーショップ 埼玉県上尾市愛宕３－１－４０
381 いなげや上尾沼南宝くじショップ 埼玉県上尾市原市中１丁目１－８　いなげや入口外側
382 アリオ上尾チャンスセンター 埼玉県上尾市大字壱丁目３６７　アリオ上尾店
383 松原団地駅前売場 埼玉県草加市栄町３－５－１８東武ビル１Ｆ
384 スーパービバホーム草加ロッタリーショップ 埼玉県草加市谷塚仲町４８８　１階
385 ベルクスタウン草加谷塚大黒天宝くじ 埼玉県草加市谷塚上町２７１－１　１階
386 ベルクスタウン草加青柳大黒天宝くじ 埼玉県草加市青柳５－２２－２２　１階
387 草加舎人島忠ホームズチャンスセンター 埼玉県草加市遊馬町２－１　島忠ホームズ草加舎人店
388 草加ユニディチャンスセンター 埼玉県草加市新栄２丁目１４番３号　ユニディ草加新栄店　駐車場
389 草加マルエツチャンスセンター 埼玉県草加市稲荷３－３－３３　マルエツ草加稲荷店
390 ロヂャース越谷ロッタリーショップ 埼玉県越谷市宮本町５－１５６ロヂャース越谷店前宝くじ売場
391 東武せんげん台ロッタリーショップ 埼玉県越谷市千間台東１－６１
392 スーパーバリュー越谷ロッタリーショップ 埼玉県越谷市下間久里１９７－１
393 北越谷　大黒天宝くじ 埼玉県越谷市花田３－７－１　１階
394 邦文堂 埼玉県越谷市南越谷１－２６－７
395 宝くじロトハウス　せんげん台駅西口店 埼玉県越谷市千間台西１－１０－９
396 宝くじロトハウス　北越谷駅西口店 埼玉県越谷市北越谷２－４０－４
397 越谷つるかめチャンスセンター 埼玉県越谷市越ヶ谷１－３－２４　サンキ越谷店前
398 ビバモール蕨錦町チャンスセンター 埼玉県蕨市錦町１－１２－１　ビバモール蕨錦町店平面駐車場側入口
399 蕨駅西口チャンスセンター 埼玉県蕨市中央１－２４－２　蕨駅西口ロータリー正面バス降車場前
400 スーパーバリュー戸田ロッタリーショップ 埼玉県戸田市南町９－２９
401 ロヂャース戸田　大黒天宝くじ 埼玉県戸田市美女木１－３１－３　ロヂャース戸田店駐車場内　宝くじ売場
402 北戸田イオンチャンスセンター 埼玉県戸田市美女木東１－３－１　イオンモール北戸田１Ｆ専門店街南側入口横
403 いなげや入間春日宝くじショップ 埼玉県入間市春日町１－４－１５　いなげや入間春日店１Ｆ
404 ＴＦＣ北朝霞宝くじショップ 埼玉県朝霞市浜崎１－１０　ロッテリア北朝霞店　正面入り口左横
405 カインズ朝霞宝くじショップ 埼玉県朝霞市根岸台３丁目２０－１　カインズ朝霞宝くじショップ
406 和光イトーヨーカドーチャンスセンター 埼玉県和光市丸山台１－９－３　イトーヨーカドー和光店
407 ロヂャース新座ロッタリーショップ 埼玉県新座市野火止１－９－４３　ロヂャース新座店　１階店頭
408 いなげや大泉学園ＳＣ宝くじショップ 埼玉県新座市栄４－１－２６
409 いなげや新座東宝くじショップ 埼玉県新座市東３－１－１
410 新座駅前宝くじショップ 埼玉県新座市野火止５－３－１１
411 志木駅前チャンスセンター 埼玉県新座市東北２－４０－７　埼玉りそな銀行　志木支店　向かい側
412 桶川ベニバナウォークチャンスセンター 埼玉県桶川市下日出谷東２－１５－１
413 ロヂャース久喜　大黒天宝くじ 埼玉県久喜市古久喜字市之坪　２３－１
414 菖蒲モラージュチャンスセンター 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５－１　モラージュ菖蒲店内
415 ロヂャース北本　大黒天宝くじ 埼玉県北本市中丸７－１２３
416 北本駅宝くじショップ 埼玉県北本市中央２－１７１－１北本駅西口駅ビル１階
417 フレスポ八潮ロッタリーショップ 埼玉県八潮市大字大瀬字稗田８２２－２　１Ｆ
418 アイメックス・ロッタリー（株）宝くじ売場みずほ台店 埼玉県富士見市西みずほ台２－２－３　１階
419 ららぽーと富士見宝くじ・ＢＩＧ売場 埼玉県富士見市山室１－１３１３　１階　１４２４０　宝くじ・ＢＩＧ売場　ららぽーと富士見
420 三郷イトーヨーカドーチャンスセンター 埼玉県三郷市ピアラシティ１－１－１　イトーヨーカドー三郷店
421 三郷いなげやチャンスセンター 埼玉県三郷市戸ヶ崎２－２４３－５　いなげや三郷戸ヶ崎店前
422 蓮田カインズチャンスセンター 埼玉県蓮田市閏戸４１０９－１　カインズ蓮田店　正面入口　横
423 コモディイイダ坂戸にっさい店宝くじ売場 埼玉県坂戸市にっさい花みず木４－１６
424 宝くじ売場ベルク八幡店 埼玉県坂戸市八幡２－２－５　駐車場脇
425 ジョイフル本田幸手店 埼玉県幸手市上高野１２５８－１宝くじ売場
426 鶴ヶ島駅前チャンスセンター 埼玉県鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘６３－２　コモディイイダ鶴ヶ島店
427 鶴ヶ島カインズホームチャンスセンター 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町１－１－１３　カインズホーム鶴ヶ島店
428 日高ベイシアチャンスセンター 埼玉県日高市森戸新田１０５－１　ベイシアひだかモール店
429 ウニクス吉川宝くじショップ 埼玉県吉川市栄町７９７－１　ウニクス吉川宝くじショップ
430 ココネ上福岡宝くじショップ 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘１－２－２７　ココネ上福岡２番館１Ｆ
431 ビバモール埼玉大井チャンスセンター 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ丘１－３－１５　スーパービバモール埼玉大井店
432 白岡西トップチャンスセンター 埼玉県白岡市西６－５－２　ＴＯＰ白岡西店
433 三芳ＰＡ　ロッタリーショップ 埼玉県入間郡三芳町大字上富東永久保２２０６－３　関越道三芳ＰＡ上り線
434 アクロスプラザ三芳宝くじショップ 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保北新埜８５５番４０３　アクロスプラザ三芳１Ｆ
435 カインズ小川宝くじショップ 埼玉県比企郡小川町大塚１２８０
436 川島カインズホームチャンスセンター 埼玉県比企郡川島町上伊草２１０　カインズホーム川島インター店
437 ウニクス上里宝くじショップ 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２２７２－１
438 杉戸ベルクスチャンスセンター 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２－７　駐車場内　宝くじ売場
439 松伏カインズチャンスセンター 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸３１３３　カインズ松伏店駐車場
440 長生ベイシアチャンスセンター 千葉県長生郡長生村金田３２３７　ベイシア長生店前
441 館山マーケットプレイスチャンスセンター 千葉県館山市湊１８８　尾張屋館山マーケットプレイス店
442 柏長崎屋チャンスセンター 千葉県柏市柏１－３－１　ドン・キホーテ柏駅前店裏
443 八街カスミチャンスセンター 千葉県八街市八街ほ９６４－１　カスミ八街店前
444 宝くじロトハウス　千葉１号店 千葉県千葉市中央区富士見２－３－１　塚本大千葉ビル
445 宝くじロトハウス　京成千葉中央店 千葉県千葉市中央区本千葉町１５－１　千葉中央ショッピングセンター　ミーオ１階　１番街
446 宝くじロトハウス　千葉２号店 千葉県千葉市中央区富士見町２－２５－１
447 リブレ京成千葉寺店ロッタリーショップ 千葉県千葉市中央区千葉寺９７１－７　リブレ京成千葉寺店　店頭　宝くじ売場
448 蘇我島忠ホームズチャンスセンター 千葉県千葉市中央区川崎町５５－３　ハーバーシティ蘇我ホームズ蘇我店
449 リブレ京成幕張本郷店ロッタリーショップ 千葉県千葉市花見川区幕張本郷６－２２－３０　リブレ京成幕張本郷店　宝くじ売り場
450 幕張イトーヨーカドーチャンスセンター 千葉県千葉市花見川区幕張町４－４１７－２５　イトーヨーカドー幕張店前
451 フレスポ稲毛大黒天宝くじ 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７３１－１７
452 ジョイフル本田千葉店 千葉県千葉市稲毛区園生町３６８－１宝くじ売場
453 東寺山アオキチャンスセンター 千葉県千葉市若葉区東寺山町５５８－１　アオキ千葉東寺山店前
454 土気サービスショップ 千葉県千葉市緑区あすみが丘７－１　グランニューモールビバホーム敷地内
455 鎌取イオンチャンスセンター 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－１６　ゆみーる鎌取店内１Ｆ
456 おゆみ野サービスショップ 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央２－３－１　ミスターマックスおゆみ野店敷地内
457 湾岸幕張ＰＡ（下り線）ハイウェイショップ 千葉県千葉市美浜区浜田２－１０２　東関東自動車道湾岸幕張ＰＡ下り
458 美浜サービスショップ 千葉県千葉市美浜区新港３２－１１　ミスターマックス千葉美浜店敷地内
459 ＴＦＣ宝くじショップ海浜幕張駅構内店 千葉県千葉市美浜区ひび野２丁目　海浜幕張駅　駅構内　ＪＲ線　海浜幕張駅
460 石毛提灯店 千葉県銚子市東芝町１－１４
461 市川妙典イオンチャンスセンター 千葉県市川市妙典５－３－１　イオン市川妙典店１番街　ＡＴＭコーナー横
462 コーナン市川ロッタリーショップ 千葉県市川市原木２５２６－６
463 ドリームショップ　パティオ店 千葉県市川市八幡２－１５－１０　パティオ１階
464 宝くじロトハウス　南行徳駅前店 千葉県市川市相之川四丁目１７番２号　メトロセンター南行徳Ｂ棟ハ号
465 カスミ千葉みなと店ロッタリーショップ 千葉県千葉市美浜区幸町１－１２－６　フードスクエア千葉みなと店　１階　宝くじ売り場
466 ビビット南船橋　大黒天宝くじ 千葉県船橋市浜町２－２－７　１階
467 ゆめまち習志野台モール　大黒天宝くじ 千葉県船橋市習志野台８－５８－１　ゆめまち習志野台モール　１階
468 宝くじロトハウス　下総中山駅前店 千葉県船橋市本中山２－１８－９　コウシンビル
469 宝くじロトショップ　西船橋駅南口店 千葉県船橋市印内町６０３－１
470 リブレ京成三咲店ロッタリーショップ 千葉県船橋市三咲２－７－１２　リブレ京成三咲店　店頭　宝くじ売場
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471 エポカ高根台店ロッタリーショップ 千葉県船橋市高根台１－２－１　エポカ高根台店　店頭　宝くじ売場
472 カスミ船橋咲が丘店ロッタリーショップ 千葉県船橋市咲が丘３－２９　カスミ船橋咲が丘店　店内　宝くじ売り場
473 館山イオンタウンチャンスセンター 千葉県館山市八幡５４５－１　イオンタウン館山店専門店モール
474 木更津朝日イオンタウンチャンスセンター 千葉県木更津市朝日３－１０－１９　イオンタウン木更津朝日前
475 木更津アピタチャンスセンター 千葉県木更津市ほたる野４－２－４８　アピタ木更津店正面入口左横
476 ベルクス北松戸ロッタリーショップ 千葉県松戸市栄町２－７３－２　１階（外）
477 サンベルクス松飛台ロッタリーショップ 千葉県松戸市松飛台１９３－１
478 宝くじロトハウス　八柱駅前店 千葉県松戸市日暮１－１－１　新京成八柱駅第二ビル
479 宝くじロトショップ　松戸駅前店 千葉県松戸市松戸１２３６番地　ニュートーキョーセブンビル２Ｆ
480 宝くじロトハウス　みのり台店 千葉県松戸市稔台７－３－１　関コーポ１階
481 新松戸イオンフードスタイルチャンスセンター 千葉県松戸市新松戸３－２－２　イオンフードスタイル新松戸店
482 五香ベルクスチャンスセンター 千葉県松戸市五香８－１１－１　ベルクス五香店前
483 高塚新田マミーマートチャンスセンター 千葉県松戸市高塚新田字木戸前１６０－４５　マミーマート高塚店
484 ウニクス野田宝くじショップ 千葉県野田市つつみ野１－１－２
485 七光台マックスバリュチャンスセンター 千葉県野田市七光台４－２　七光台マックスバリュ　マクドナルド店前
486 野田イオンノアチャンスセンター 千葉県野田市中根３６－１　野田イオンノア店入口横
487 野田みずきチャンスセンター 千葉県野田市みずき２－１２　いなげや野田みずき店入口横
488 茂原サービスショップ 千葉県茂原市茂原１１２５　茂原マーケットプレイス敷地内駐車場宝くじ売場
489 茂原ベイシアチャンスセンター 千葉県茂原市腰当７　ベイシア茂原店
490 ウニクス成田宝くじショップ 千葉県成田市はなのき台２丁目２５番地１
491 佐倉ベイシアチャンスセンター 千葉県佐倉市寺崎北６－１－１　ベイシアスーパーセンター佐倉店　正面入口右横
492 東金サービスショップ 千葉県東金市家徳２７７－１　スーパーせんどう東金プラザ敷地内
493 押堀サービスショップ 千葉県東金市押堀６８５
494 東金サンピアチャンスセンター 千葉県東金市東岩崎８－１０　サンピア前
495 協同組合　旭専門店会 千葉県旭市ロ８１０－９
496 スーパービバホーム習志野ロッタリーショップ 千葉県習志野市茜浜１－１－２
497 宝くじロトハウス　津田沼駅南口店 千葉県習志野市谷津７－７－１　津田沼ブロック
498 津田沼イオンチャンスセンター 千葉県習志野市津田沼１－２３－１　イオン津田沼店内１階　フードコート入口　エスカレーター横
499 ららぽーと柏の葉　大黒天宝くじ 千葉県柏市若柴１７５　１階
500 高島屋柏ドリームスクエア 千葉県柏市末広町３－１６
501 宝くじロトハウス　柏高島屋ステーションモール店 千葉県柏市末広町１－１　柏高島屋ステーションモール
502 松ヶ崎イオンタウンチャンスセンター 千葉県柏市大山台１－６　松ヶ崎イオンタウン駐車場内
503 市原ちはら台ロッタリーショップ 千葉県市原市ちはら台西３ー４
504 フォトスタジオ　サラダ 千葉県市原市姉崎６５４－１
505 ジョイフル本田市原店 千葉県市原市五所１７３８－２　ジョイフル本田　市原店　宝くじ売場
506 アリオ市原チャンスセンター 千葉県市原市更級４－３－１　アリオ市原店
507 市原ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹチャンスセンター 千葉県市原市青柳北１－１　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ市原店前
508 辰巳台マックスバリュチャンスセンター 千葉県市原市辰巳台東１－２　マックスバリュ辰巳台店構内
509 市原ベイシアチャンスセンター 千葉県市原市八幡字海岸２３８１－１　ベイシア市原八幡店　正面右側
510 イオンモール成田チャンスセンター 千葉県成田市ウイング土屋２４　イオンモール成田１Ｆ専門店　Ｈ入口横
511 流山おおたかの森ロッタリーショップ 千葉県流山市おおたかの森南１－５－１　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ　１階
512 コーナン南流山　大黒天宝くじ 千葉県流山市大字木４０７番地　コーナン南流山店　店内
513 ジョイフル本田八千代店 千葉県八千代市村上２７２３－１　ジョイフル本田　八千代店　宝くじ売場
514 あびこショッピングプラザチャンスセンター 千葉県我孫子市我孫子４－１１－１　あびこショッピングセンター前
515 鴨川ベイシアチャンスセンター 千葉県鴨川市貝渚字中川間３００　ベイシア鴨川店正面右
516 新鎌ヶ谷イオンチャンスセンター 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２－７－１　イオン鎌ヶ谷店
517 ジョイフル本田君津店 千葉県君津市外箕輪３－７宝くじ売場
518 君津アピタチャンスセンター 千葉県君津市久保１－１－１　アピタ君津店正面玄関横
519 富津イオンチャンスセンター 千葉県富津市青木１－５－１　イオン富津ショッピングセンター入口前
520 新浦安モナチャンスセンター 千葉県浦安市入船１－５－１　新浦安駅前　モナ新浦安１Ｆ正面入口横
521 四街道イトーヨーカドーチャンスセンター 千葉県四街道市中央５　イトーヨーカドー四街道店前
522 長浦イオンチャンスセンター 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前１－７　イオン長浦店
523 八街イオンチャンスセンター 千葉県八街市文違３０１　イオン八街店前
524 ジョイフル本田千葉ニュータウン店 千葉県印西市牧の原２－１　宝くじ売場
525 カインズモール千葉ニュータウンチャンスセンター 千葉県印西市泉野１－１４４－６　カインズモール千葉ニュータウン店入口正面
526 ジョイフル本田富里店 千葉県富里市七栄５２５－２４　ジョイフル本田富里店　宝くじ売場
527 天下堂 千葉県匝瑳市八日市場イ２９２０－２
528 佐原シティチャンスセンター 千葉県香取市佐原ホ１２３６－１　ショッピングモールサワラシティ正面
529 成東ドン・キホーテチャンスセンター 千葉県山武市成東１８０８－１　ＭＥＧＡドン・キホーテラパーク成東店前
530 サンワフォート 千葉県いすみ市大原８６３５
531 大網アミリィサービスショップ 千葉県大網白里市みやこ野１－１－１　イオン大網白里店敷地内
532 大網ベイシアサービスショップ 千葉県大網白里市大網２７３－２　スーパーベイシア大網白里店敷地内
533 ＢＡＳＨ 千葉県香取郡多古町多古１１０１－１　ＧＲＩＤビル
534 横芝サービスショップ 千葉県山武郡横芝光町横芝２１１３
535 おおたきショッピングプラザオリブ 千葉県夷隅郡大多喜町船子８６１
536 サミットストア砧　大黒天宝くじ 東京都世田谷区砧１－１－２　サミットストア砧店　店頭
537 アイメックス・ロッタリー（株）宝くじ売場スーパー三和稲城店 東京都稲城市向陽台３－８－１　スーパー三和稲城店　店頭
538 マルフジ千ケ瀬店 東京都青梅市千ヶ瀬町３－４００
539 マルフジ羽村店 東京都羽村市羽東１－２１－２８
540 博品館　ＴＩＣＫＥＴ　ＰＡＲＫ 東京都中央区銀座８－８－１１
541 ビッグウイング第２ターミナル店 東京都大田区羽田空港３－４－２第２旅客ターミナルビル地下１階ドリームロッタリー店内
542 小泉酒販宝くじセンター 東京都葛飾区東新小岩８－２８－１３
543 宝くじロトハウス　新宿十二社通り店 東京都新宿区西新宿６－１６－１２　第一丸善ビル
544 宝くじロトハウス　本所吾妻橋駅店 東京都墨田区吾妻橋３－６－１
545 浅草国際通り宝くじショップ 東京都台東区西浅草１－８－１４　寺尾ビル１Ｆ
546 町田忠生チャンスセンター 東京都町田市木曽西２－１７－２１　ショッピングセンター３０５　正面入り口
547 東久留米イオンチャンスセンター 東京都東久留米市南沢５－１７－６２　イオンモール東久留米　１階　イオンペット向い
548 有楽町大黒天宝くじ 東京都千代田区有楽町２－９－１８ＪＲ新幹線高架下
549 神田北口　大黒天宝くじ 東京都千代田区神田鍛冶町３－３　栄立ビル　１階
550 東京駅八重洲　大黒天宝くじ 東京都千代田区丸の内１－９－１　東京駅一番街
551 神田駅東口　宝くじ売場 東京都千代田区鍛冶町２－１２－１　１階
552 秋葉原　大黒天宝くじ 東京都千代田区外神田１－１０－９　１階
553 神保町ヒットセンター 東京都千代田区神田神保町１－１０－８
554 宝くじロトハウス　駿河台下店 東京都千代田区神田小川町３－１０　新駿河台ビル
555 宝くじロトショップ　大手町ビル地下街店 東京都千代田区大手町１－６－１　大手町ビルＢ２
556 宝くじロトハウス　秋葉原駅昭和通り店 東京都千代田区神田平河町２番地　大興ビル
557 宝くじロトハウス　日比谷店 東京都千代田区有楽町１－６－８　コタニタワー
558 宝くじロトショップ　末広町駅前店 東京都千代田区外神田４－７－５　石川興産ビル
559 お茶の水チャンスセンター 東京都千代田区神田駿河台４－３　お茶の水駅聖橋口前　お茶の水サンクレール１Ｆ
560 フォルトゥナ東京駅一番街店チャンスセンター 東京都千代田区丸の内１－９－１　東京駅一番街　１階　三省堂前
561 ＬＵＦＬＯＳ築地　ロッタリーショップ 東京都中央区築地３－５－１２
562 小伝馬町宝くじロトハウス 東京都中央区日本橋小伝馬町３－７
563 人形町チャンスセンター 東京都中央区日本橋人形町１－１９－９
564 人形町交差点宝くじセンター 東京都中央区日本橋人形町２－６－４
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565 宝くじロトハウス　東銀座松屋通り店 東京都中央区銀座３－１４－１０　第一恒産ビル１階
566 宝くじロトハウス　勝どき橋店 東京都中央区勝どき１－６－７　シャルマン勝どきビル
567 宝くじロトハウス　茅場町駅永代通り店 東京都中央区日本橋茅場町１－１１－２
568 八重洲地下街宝くじショップ 東京都中央区八重洲２丁目１番八重洲地下街中４号
569 築地魚河岸前宝くじショップ 東京都中央区築地６－４－５　シティスクエア築地１０１
570 ワールドチケット 東京都中央区八重洲１－５－１２　寺田ビル１Ｆ
571 東銀座ラッキーショップ９２ 東京都中央区銀座５－１５－１　南海東京ビルディング１階
572 西銀座チャンスセンター 東京都中央区銀座４丁目１番地先　西銀座デパート　１階　数寄屋橋公園側
573 新橋ＳＬ広場宝くじ売場 東京都港区新橋２－７－１ファロシティビル１Ｆ
574 ニュー新橋ビル　宝くじショップ 東京都港区新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル１０４
575 田町　大黒天宝くじ 東京都港区芝浦３－１－３２　１０８区画
576 宝くじ浜松町センター 東京都港区浜松町２－７－１８
577 宝くじロトハウス　大門駅前店 東京都港区芝大門２－４－５　杉原ビル
578 宝くじロトハウス　赤坂ＴＢＳ前店 東京都港区赤坂３－１３－７　サクセス赤坂ビル１Ｆ
579 宝くじロトショップ　首相官邸前店 東京都港区赤坂２－２－２１　永田町法曹ビル駐車場
580 宝くじロトハウス　青山ツインビル店 東京都港区南青山１－１－１　新青山ビル地下１階Ｂ１４２区
581 ウィング新橋チャンスセンター 東京都港区新橋２丁目東口地下街１号地先　ウィング新橋地下商店街
582 四谷ドリームステーション 東京都新宿区四谷１－３－１５四谷ドリームステーション宝くじ売場内
583 西武新宿ＰｅＰｅ大黒天宝くじ 東京都新宿区歌舞伎町１－３０－１西武新宿ＰｅＰｅ１Ｆ
584 高田馬場　大黒天宝くじ 東京都新宿区高田馬場１－３５－３　高田馬場ビッグＢＯＸ
585 財団法人防衛弘済会旅行センター市ヶ谷 東京都新宿区市谷本村町５－１　防衛庁内構成棟１階
586 京王モール宝くじ販売所 東京都新宿区西新宿１丁目南口地下街１号
587 宝くじロトハウス　新宿御苑前駅店 東京都新宿区新宿１－７－２　藤和新宿御苑コープ
588 宝くじロトハウス　曙橋駅前店 東京都新宿区住吉町４－６　ニュー岡本ビル
589 大久保駅前宝くじショップ 東京都新宿区百人町２－２７－３　第２橋本ビル１階宝くじ売場
590 新宿３丁目宝くじショップ 東京都新宿区新宿３－１－３２　新宿ビル３号館
591 高田馬場名店ビル店 東京都新宿区高田馬場１－２６－７　名店ビル１階
592 新宿ラッキースポット 東京都新宿区新宿３－３７－２　新宿観光案内所裏コインロッカー前
593 新宿チャンスセンター 東京都新宿区西新宿１－３－１　新宿駅西口サンフラワービル１Ｆ
594 小田急新宿駅西口地下改札内店 東京都新宿区西新宿１丁目１番３号　小田急新宿駅西口地下改札内
595 メトロサービスショップ後楽園 東京都文京区春日１－２－３　後楽園駅　丸の内線　後楽園駅
596 水道橋チケットロトショップ 東京都文京区後楽１－１－１８　ノナカビル１Ｆ
597 宝くじロトハウス　湯島駅店 東京都文京区湯島３－３８－９　五十君ビル
598 東京ドームシティチャンスセンター 東京都文京区後楽１－３－６１　東京ドーム黄色ビル２Ｆ
599 浅草ドリーマーズ 東京都台東区浅草２－５－７　１Ｆ
600 多慶屋　宝くじ売場 東京都台東区台東４丁目１２－１　多慶屋宝くじ売場
601 浅草第一屋ビル宝くじセンター 東京都台東区浅草１－１－１２
602 入谷駅前宝くじショップ 東京都台東区入谷１－３－５
603 上野御徒町宝くじショップ 東京都台東区上野６－８－２　橋本ビル１Ｆ
604 浅草橋チケットショップ９２ 東京都台東区柳橋１－２３－４　浅草橋杉浦ビル１階
605 浅草橋駅西口ドリームショップ９２ 東京都台東区浅草橋１－１１－９　ユタカビル１階
606 楽天地ドリーマーズ 東京都墨田区江東橋４－２７－１４楽天地ビル１階
607 ダービービル店 東京都墨田区江東橋３－８－２
608 東武曳舟駅前宝くじ店 東京都墨田区東向島２－１６－１６
609 宝くじロトハウス　錦糸町駅北口前店 東京都墨田区錦糸３－３－１　太田ビル
610 錦糸町ビックチャンスセンター 東京都墨田区江東橋３－１０－９　ＪＲＡウインズ錦糸町西館向い
611 スーパービバーホーム豊洲ロッタリーショップ 東京都江東区豊洲３－４－８　２階（宝くじ売場）
612 アトレ亀戸大黒天宝くじ売場 東京都江東区亀戸５－１－１アトレ亀戸１階
613 赤札堂深川店 東京都江東区門前仲町２－１０－１赤札堂深川店前宝くじ売場内
614 ＳＵＮＡＭＯロッタリーショップ 東京都江東区新砂３－４－３１
615 門前仲町大黒天宝くじ 東京都江東区富岡１－５－６
616 ららぽーと豊洲　大黒天宝くじ 東京都江東区豊洲２－４－９　ららぽーと豊洲店　１Ｆ　宝くじ売場
617 イースト２１　大黒天宝くじ 東京都江東区東陽６－３－３　１階
618 宝くじロトハウス　亀戸駅北口店 東京都江東区亀戸２－３６－１３　ＨＦ亀戸レジデンス　１階
619 ドリームショップ　砂町銀座店 東京都江東区北砂４－１８－１２
620 深川ギャザリアチャンスセンター 東京都江東区木場１－５－１０
621 南砂イオンチャンスセンター 東京都江東区南砂６－７－１５　トピレックプラザ　イオンスタイル南砂正面左
622 メトロ東陽チャンスセンター 東京都江東区東陽４－５－１８　メトロ東陽南棟前　メトロハイツ東陽南棟前
623 アリオ北砂チャンスセンター 東京都江東区北砂２－１７－１　アリオ北砂
624 中延ドリームステーション 東京都品川区東中延２－１－２１
625 宝くじ大井町センター 東京都品川区大井１－１４－１
626 宝くじ大崎センター 東京都品川区大崎３－６－１７
627 宝くじ戸越銀座センター 東京都品川区平塚２－１８－１０
628 宝くじロトショップ　武蔵小山パルム商店街店 東京都品川区小山３－２１－１９
629 宝くじロトショップ　青物横丁駅店 東京都品川区南品川３－５－８
630 品川シーサイドフォレストチャンスセンター 東京都品川区東品川４－１２－６　品川シーサイドフォレストショッピングセンターＢ１
631 五反田駅　東口　宝くじ売場 東京都品川区東五反田１－１４－１４　第一川野ビル１Ｆ
632 宝くじロトハウス　学芸大学駅前店 東京都目黒区鷹番３－６－１　第一ストアビル
633 宝くじロトハウス　自由が丘店 東京都目黒区自由ヶ丘１－１２ー５　美観ビル
634 宝くじロトハウス　中目黒ＧＴプラザ店 東京都目黒区上目黒２－１－１　中目黒ＧＴプラザ
635 京急平和島ロッタリーショップ 東京都大田区平和島１－１－１　ビッグファン　１階店頭
636 藤乃屋書店 東京都大田区北嶺町３１－１０
637 梅屋敷ドリームステーション 東京都大田区大森西６－１２－１７　１Ｆ
638 平和島ドリームステーション 東京都大田区大森北６－２７－５　平和島ドリームステーション
639 ビッグウイング第１ターミナル店 東京都大田区羽田空港３－３－２第１旅客ターミナルビル地下１階宝くじ売場南口店内
640 宝くじ蒲田５丁目センター 東京都大田区蒲田５－４７－７　マルエツ蒲田店前
641 宝くじロトハウス　蒲田あすと店 東京都大田区蒲田４－２０－２　エクセルピア蒲田２番館
642 宝くじロトハウス　大鳥居駅店 東京都大田区西糀谷３－３９－４　江川第一ビル１０１
643 宝くじロトハウス　雪谷大塚駅店 東京都大田区南雪谷２－１７－１１　エスタシオン雪谷
644 宝くじロトハウス　武蔵新田駅前店 東京都大田区矢口１－１６－２３
645 宝くじロトハウス　鵜の木駅前店 東京都大田区鵜の木２－４－１　エトモ鵜の木内
646 宝くじロトハウス　東急蒲田西口店 東京都大田区西蒲田８－１－５　
647 宝くじロトハウス　東急池上駅店 東京都大田区池上６－３－１０　エトモ池上　２階
648 モノレール羽田空港第１ターミナル駅北口店 東京都大田区羽田空港３－３－２　羽田空港第１ビルＢ－１
649 大森駅東口ウインズショップ９２ 東京都大田区大森北１－４－１　桂昇大森ビル１階
650 大森イトーヨーカドーチャンスセンター 東京都大田区大森北２－１３－１　イトーヨーカドー大森店
651 蒲田駅西口サンライズショップ９２ 東京都大田区西蒲田７－５０－９　サンライズ商店街ＴＵＣショップ横
652 尾山台ドリームステーション 東京都世田谷区等々力２－１９－１２
653 経堂宝くじセンター 東京都世田谷区宮坂３－１０－３
654 下高井戸宝くじセンター 東京都世田谷区赤堤４－４５－１２　藤枝ビル１階
655 駒沢大学駅前宝くじショップ 東京都世田谷区駒澤１－４－１２
656 二子玉川チャンスセンター 東京都世田谷区玉川２－２４－３　東京三菱ＵＦＪ銀行　二子玉川支店の東側（二子玉川駅北側）
657 宝くじロトハウス　渋谷駅宮益坂店 東京都渋谷区渋谷１－１４－１３　第２小林ビル
658 宝くじロトハウス　渋谷駅新南口前店 東京都渋谷区渋谷３－２７－１３　大崎ビル
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659 宝くじロトハウス　幡ヶ谷駅店 東京都渋谷区幡ヶ谷２－１３－４　幡ヶ谷中央ビル
660 宝くじロトハウス　渋谷駅井の頭口店 東京都渋谷区道玄坂２－４－１
661 宝くじロトハウス　代々木駅前店 東京都渋谷区代々木１－３３－３
662 宝くじロトショップ　恵比寿通り店 東京都渋谷区恵比寿１－１１－２　旭日ビル１階
663 宝くじロトハウス　井の頭線渋谷駅西口店 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１
664 ハチ公広場地下街店 東京都渋谷区道玄坂２丁目２番１号　渋谷地下街「４－１」
665 笹塚北口チャンスセンター 東京都渋谷区笹塚１－５６－１８　京王線笹塚駅高架下店舗、改札口を出て左へ
666 中野坂上ドリームステーション 東京都中野区中央２－２－３０
667 野方　大黒天宝くじ 東京都中野区野方６－３－４
668 宝くじロトハウス　中野ブロードウェイ店 東京都中野区中野５－５２－３
669 宝くじロトハウス　落合駅山手通り店 東京都中野区東中野３－１４－２２　Ｔｕｉｌｅカワサキビル１階
670 宝くじロトハウス　西荻窪駅北口店 東京都杉並区西荻北３－２１－１５　ベルファーム１０１
671 宝くじロトハウス　高円寺駅南口店 東京都杉並区高円寺南４－２５－１０
672 宝くじロトショップ　方南町駅前店 東京都杉並区方南２－２３－１　長森ビル
673 宝くじロトハウス　阿佐ヶ谷駅北口店 東京都杉並区阿佐ヶ谷北２－１３－２　阿佐ヶ谷北口駅前ビル
674 荻窪チャンスセンター 東京都杉並区上荻１－９－１　ＪＲ荻窪駅西口改札階下
675 西武池袋ハッピーウィン宝くじ 東京都豊島区南池袋１－２８－１　西武デパート地下１階入口
676 池袋西口地下街東武ホープセンター２号 東京都豊島区西池袋１－１５－９
677 宝くじ駒込センター 東京都豊島区駒込１－２４－８
678 池袋東口西武線駅構内売場 東京都豊島区南池袋１－２８－１　池袋東口西武池袋駅構内１階　宝くじ売場
679 宝くじロトハウス　要町駅前店 東京都豊島区要町１－１０－２　第２嶺岡ビル１階
680 宝くじロトハウス　池袋駅北口店 東京都豊島区西池袋１－１－３
681 宝くじロトハウス　大塚駅南口店 東京都豊島区南大塚３－５０－４　ＫＹビル
682 宝くじショップすがも 東京都豊島区巣鴨３－３４－１　丸吉ビル１階
683 池袋東口ショップ 東京都豊島区東池袋１－８－６
684 宝くじ王子サンスクエアセンター 東京都北区王子１－４－１
685 宝くじロトハウス　王子駅店 東京都北区王子１－１５－７　亀岡ビル
686 宝くじロトハウス　赤羽駅南改札口店 東京都北区赤羽南１－６－４　赤羽南口駅前ビル
687 宝くじロトハウス　東十条駅前店 東京都北区東十条３－１８－２６
688 赤羽西口売場 東京都北区赤羽西１－３７－４　赤羽西口売場
689 王子サミットチャンスセンター 東京都北区王子６－９－１０　サミット王子店
690 町屋駅前ロッタリーショップ 東京都荒川区荒川７－５０－９
691 京成町屋宝くじセンター 東京都荒川区荒川７－４０－１　京成町屋駅敷地内
692 宝くじロトハウス　日暮里駅南口前店 東京都荒川区東日暮里５－５１－７　大進ビル
693 宝くじロトハウス　熊野前駅店 東京都荒川区東尾久５－３９－１６　保田コーポ
694 西尾久宝くじショップ 東京都荒川区西尾久７－２５－１
695 リブレ京成南千住店ロッタリーショップ 東京都荒川区南千住４－７－２　リブレ京成ＬａＬａテラス南千住店　店内　宝くじ売場
696 サミットストア志村　ロッタリーショップ 東京都板橋区志村３－２６－４　サミットストア志村店　１階店頭
697 ＴＦＣ宝くじショップ下赤塚店 東京都板橋区赤塚２丁目１番８号　１階
698 スーパーベルクス浮間舟渡大黒天宝くじ 東京都板橋区舟渡１－６－２２
699 宝くじロトハウス　板橋駅西口店 東京都板橋区板橋１－１８－７　林ビル
700 宝くじロトハウス　高島平市場通り店 東京都板橋区高島平７－２３－４－１０１　ルネ丸美
701 ハッピーロード大山宝くじショップ 東京都板橋区大山町２４－８
702 板橋イオンチャンスセンター 東京都板橋区徳丸２－６－１　板橋イオン店
703 平和台宝くじ売場 東京都練馬区早宮２－１６－３２
704 宝くじロトハウス　大泉学園駅北口店 東京都練馬区東大泉１－３７－３５０９　タワー１ＦＡ室
705 宝くじロトハウス　練馬駅千川通り店 東京都練馬区豊玉北６－１４－１０
706 宝くじロトハウス　練馬駅プラザトキワ店 東京都練馬区練馬１－１－１０　プラザトキワ練馬
707 いなげや上石神井南宝くじショップ 東京都練馬区関町南１－９－３６　いなげや入口横
708 ウェルパーク練馬春日町宝くじショップ 東京都練馬区春日町３－２９－２４
709 エミオ石神井公園チャンスセンター 東京都練馬区石神井町３－２３－８　西武池袋線石神井公園駅
710 上石神井宝くじセンター 東京都練馬区上石神井１－２－４５　西武新宿線上石神井駅南口出口横　宝くじＢＯＸ
711 中村橋駅前チャンスセンター 東京都練馬区貫井１－１　西武池袋線中村橋駅北口パチンコ店向い
712 竹ノ塚東口ロッタリーショップ 東京都足立区竹の塚６－７－１－１０１松坂屋ストア前
713 山幸商店 東京都足立区梅田１－９－７
714 ココスナカムラ宝くじセンター 東京都足立区梅田７－３４－１２
715 宝くじロトハウス　加賀鹿浜西友前店 東京都足立区鹿浜６－３４－１５　グリーンコーポ榎本１０３号室
716 宝くじロトショップ　北綾瀬駅前店 東京都足立区谷中４－９－２２　永井ビル
717 北千住駅前宝くじショップ 東京都足立区千住２－６１
718 江北駅前宝くじショップ 東京都足立区西新井本町２－３１　江北駅前宝くじショップ
719 チケットショップアルファ北千住ミルディス店 東京都足立区千住３－９２　北千住ミルディス地下１階
720 ポンテポルタ千住チャンスセンター 東京都足立区千住橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住
721 竹ノ塚イイダチャンスセンター 東京都足立区東保木間２－９－１７　コモディイイダ竹の塚東店
722 アリオ西新井チャンスセンター 東京都足立区西新井栄町１－２０－１　アリオ西新井ショッピングセンター　尾竹橋通り側入口横
723 竹ノ塚イトーヨーカドー前チャンスセンター 東京都足立区竹の塚５－１８－５　イトーヨーカドー竹の塚店
724 お花茶屋　大黒天宝くじ 東京都葛飾区宝町２－３７－１　１階
725 宝くじロトハウス　新小岩駅北口店 東京都葛飾区西新小岩１－４－７
726 京成柴又駅前売場 東京都葛飾区柴又４－９－４
727 新小岩ウイナーズショップ 東京都葛飾区新小岩１－５１－５
728 アリオ亀有チャンスセンター 東京都葛飾区亀有３－４９－３　アリオ亀有店
729 金町とうきゅうチャンスセンター 東京都葛飾区東金町１－３６　金町とうきゅう前
730 京成青砥チャンスセンター 東京都葛飾区青戸３－３６－１　京成青砥駅ビル１Ｆ改札口横
731 四つ木イトーヨーカドーチャンスセンター 東京都葛飾区四つ木２－２１－１　イトーヨーカドー四つ木店
732 サミットストア西小岩　大黒天宝くじ 東京都江戸川区西小岩３－３８－１　サミットストア西小岩店１Ｆ店頭
733 島忠ホームズ葛西　大黒天宝くじ 東京都江戸川区東葛西９－３－６　１階
734 トミーショップ 東京都江戸川区北葛西５－２９－８
735 宝くじロトハウス　葛西駅メトロセンター店 東京都江戸川区中葛西５－４３－１　葛西高架下第２店舗
736 宝くじロトショップ　西葛西店 東京都江戸川区西葛西４－２－３０
737 （有）吉田商店　京葉交差点宝くじセンター 東京都江戸川区東小松川１－８－１１　（有）吉田商店　宝くじ売場
738 小岩駅南口売場 東京都江戸川区南小岩７－２４－３
739 ドリームショップ　上一色 東京都江戸川区上一色２－１－１　みどりハイツ　１階
740 ドリームショップ共栄橋店 東京都江戸川区中葛西３－２７－９
741 小岩北口売場 東京都江戸川区西小岩１－２４－１
742 ドリームショップ南小岩店 東京都江戸川区南小岩３－２４－１４　１階
743 瑞江チャンスセンター 東京都江戸川区瑞江２－１－２　ラパーク瑞江店前
744 アリオ葛西チャンスセンター 東京都江戸川区東葛西９－３－３　アリオ葛西
745 船堀チャンスセンター 東京都江戸川区船堀１－１－５１　イオンフードスタイル船堀店前
746 篠崎チャンスセンター 東京都江戸川区篠崎町７－２８－１２　都営新宿線篠崎駅
747 石川ＰＡロッタリーショップ 東京都八王子市石川町９５６－２　中央自動車道石川ＰＡ上り線
748 フレスポ八王子みなみ野大黒天宝くじ 東京都八王子市みなみ野１－７　フレスポ八王子みなみ野
749 石川ＰＡ下り大黒天宝くじ 東京都八王子市石川２９７５　１階
750 ドン・キホーテ八王子駅前店チャンスセンター 東京都八王子市中町１－３　ドン・キホーテ八王子駅前店
751 八王子イトーヨーカドーチャンスセンター 東京都八王子市狭間町１４６２－１　イトーヨーカドー八王子店
752 南大沢駅前チャンスセンター 東京都八王子市南大沢２－２８－１　京王相模原線大沢駅前
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753 北野駅前チャンスセンター 東京都八王子市打越町３４４－１１　
754 スーパービバホーム八王子多摩美大前大黒天宝くじ 東京都八王子市鑓水２丁目１０８番１　ビバモール八王子多摩美大前　　２Ｆ
755 楢原コピオチャンスセンター 東京都八王子市楢原町１８１８－１５　コピオ楢原ショッピングセンター
756 宝くじロトハウス　立川南通り店 東京都立川市柴崎町３－６－１８　ＭＴビル
757 いなげや立川幸店 東京都立川市幸町１－２３－６　宝くじ売場
758 立川チャンスセンター 東京都立川市曙町２－５－１　伊勢丹ビル２Ｆ　ペデストリアンデッキ沿い
759 宝くじロトハウス　吉祥寺サンロード店 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－９－１０　ファミリープラザビル
760 宝くじロトハウス　吉祥寺駅北口前店 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１－３
761 武蔵境駅北口店 東京都武蔵野市境２－２－２６
762 武蔵境イトーヨーカドーチャンスセンター 東京都武蔵野市境南町２－３－６　ＪＲ中央線武蔵境駅南口
763 丸井吉祥寺チャンスセンター 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－７－１　丸井吉祥寺店
764 サミットストア三鷹ロッタリーショップ 東京都三鷹市野崎１－３－１０
765 高山不動産 東京都三鷹市下連雀３－２６－９　サンシロービル１Ｆ
766 青梅カインズチャンスセンター 東京都青梅市新町６－９－４　カインズホーム青梅インター店
767 アイメックス・ロッタリー（株）府中駅前ロッタリーショップ 東京都府中市宮町１－５０　くるる１Ｆ
768 府中ＭＩＮＡＮＯロッタリーショップ 東京都府中市片町３－２２－２６
769 （株）中万本店フォーリス 東京都府中市宮町１－４１－１－１０１　フォーリス　１Ｆ
770 宝くじ　堀田商店 東京都府中市宮町１丁目１００番　（フロア番号１２３）ル・シーニュ１階
771 北府中テックランドサミットチャンスセンター 東京都府中市西原町１－３－１　テックランド府中店　１Ｆ
772 昭島モリタウンチャンスセンター 東京都昭島市田中町５６２－１　ＪＲ昭島駅北口：モリタウン東館、西側ボックス
773 拝島イトーヨーカドーチャンスセンター 東京都昭島市松原町３－２－１２　ＪＲ青梅線拝島駅徒歩７分　イトーヨーカドー拝島店　緑街道側入り口横
774 ＴＦＣ宝くじショップ　東急ストア調布店 東京都調布市小島町２－５２－１
775 京王布田ドリームステーション 東京都調布市国領町５－７１－５
776 島忠ホームズ仙川　大黒天宝くじ 東京都調布市若葉町２－１－７　１Ｆ
777 調布パルコチャンスセンター 東京都調布市小島町１－３８－１　調布パルコ前
778 島忠ホームズ町田　大黒天宝くじ 東京都町田市三輪町２８１　島忠ホームズ町田店　１Ｆ　宝くじ売場
779 新宿屋宝くじＢＯＸ 東京都町田市原町田６－１３－２２
780 成瀬チャンスセンター 東京都町田市南成瀬１－１－２　プラザ成瀬ビル１Ｆ
781 武蔵小金井イトーヨーカドーチャンスセンター 東京都小金井市本町６－１４－９　イトーヨーカドー武蔵小金井店
782 サミットストア小平　大黒天宝くじ 東京都小平市上水本町５－１３－１
783 花小金井駅そば 東京都小平市花小金井１－１－１０　Ｋ＆Ｋビル
784 いなげや小平回田店 東京都小平市回田町９２－１
785 いなげや小平小川橋店 東京都小平市小川町１－４３２－１
786 チャンスセンターイオンフードスタイル小平店 東京都小平市小川東町２－１２－１　イオンフードスタイル小平店前
787 日野旭ヶ丘三和チャンスセンター 東京都日野市旭が丘６－７－５　スーパー三和旭が丘店入口横
788 招福堂　高幡不動駅前店 東京都日野市高幡１２８－５　京王線高幡不動駅南口
789 いなげや東村山ロッタリーショップ 東京都東村山市本町３－４２
790 宝くじロトハウス　秋津店 東京都東村山市秋津町５－６－７
791 国分寺　大黒天宝くじ 東京都国分寺市本町２－１－２３
792 国分寺駅北口チャンスセンター 東京都国分寺市本町３－４－５　ＪＲ西武国分寺駅北口
793 フレスポ国立　大黒天宝くじ 東京都国立市谷保３１４３－１
794 宝くじとＤＰ　みどり 東京都国立市中２－５－２１
795 マルフジ福生店 東京都福生市武蔵野台１－９－８
796 東大和イトーヨーカドーチャンスセンター 東京都東大和市桜が丘２－１４２－１　イトーヨーカドー東大和店
797 清瀬チャンスセンター 東京都清瀬市松山１－９－１　西武池袋線清瀬駅南口
798 マルフジ東久留米店 東京都東久留米市幸町５－３－２１
799 東久留米イトーヨーカドーチャンスセンター 東京都東久留米市本町３－８－１　イトーヨーカドー東久留米店
800 チャンスセンターイオンモールむさし村山店 東京都武蔵村山市榎１－１－３　イオンモールむさし村山　サウスコート東入口
801 永山駅前チャンスセンター 東京都多摩市永山１－４　グリナード永山内
802 多摩イトーヨーカドーチャンスセンター 東京都多摩市落合１－４４　イトーヨーカドー多摩センター店前
803 京王せいせきチャンスセンター 東京都多摩市関戸１－１０－１　京王聖蹟桜ヶ丘駅　西口駅前　公衆電話ＢＯＸ横
804 ＤＣＭ稲城押立チャンスセンター 東京都稲城市押立１７７７－１　ＤＣＭくろがねや　稲城押立店
805 あおき商店 東京都あきる野市秋留５－１－８
806 あきる野チャンスセンター 東京都あきる野市秋川１－８　ルピア東側
807 イオンタウン田無　大黒天宝くじ 東京都西東京市芝久保町１－１２－５　マックスバリュー田無店　店頭　宝くじ売場
808 五日市街道桜堤店 東京都西東京市新町６－８－１９
809 ジョイフル本田瑞穂店宝くじ売場 東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷４４２番地　ジョイフル本田瑞穂店宝くじ売場
810 イオンモール日の出　大黒天宝くじ 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２３７－３　イオンモール日の出内　１Ｆ
811 東名海老名上りＳＡ 神奈川県海老名市大谷南５－１－１
812 鶴見駅西口チャンスセンター 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町７－１４　鶴見駅西口ドラッグストアＦｉｔ　Ｃａｒｅ　Ｅｘｐｒｅｓｓ隣
813 鶴見中央チャンスセンター 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－１５－３０　リコパ鶴見１階
814 駒岡イオンチャンスセンター 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－６－１　イオン駒岡店正面入口横
815 宝くじロトハウス　第一京浜浦島町店 神奈川県横浜市神奈川区浦島町３－１８　Ｙｓ　Ｆｏｕｒ　アライビル
816 東神奈川イオンチャンスセンター 神奈川県横浜市神奈川区富家町１　イオンスタイル東神奈川店前
817 大口ピアゴチャンスセンター 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２－３０　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ大口店前
818 宝くじロトショップ　横浜ジョイナス店 神奈川県横浜市西区南幸１－５－１　相鉄ジョイナス１階宝くじ売場
819 宝くじロトショップ　相鉄横浜駅店 神奈川県横浜市西区南幸１－５－１　相鉄横浜駅旧グリーンポケット内　宝くじ売場
820 横浜ダイヤモンドチャンスセンター 神奈川県横浜市西区南幸１－４－Ｂ１　相鉄ジョイナス地下街
821 クイーンズスクエア横浜チャンスセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３　クイーンズスクエアＣ棟クイーンモール１Ｆ
822 横浜ダイヤモンドツインズチャンスセンター 神奈川県横浜市西区南幸１－４－Ｂ１　横浜ジョイナス地下１階（西口中央通り中程）
823 宝くじロトハウス　石川町駅北口前店 神奈川県横浜市中区吉浜町１番１０号
824 宝くじロトハウス　本牧通り店 神奈川県横浜市中区上野町２丁目４８番地
825 本牧イオンチャンスセンター 神奈川県横浜市中区本牧原７－１　イオン本牧店２Ｆ　ＡＴＭコーナー隣
826 伊勢佐木町チャンスセンター 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１－３－１　地下鉄関内駅イセザキモール入口
827 新山下島忠ホームズチャンスセンター 神奈川県横浜市中区新山下２－１２－３４　島忠ホームズ新山下店１Ｆ　入口横
828 イセザキオデオンチャンスセンター 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町３－９８　イセザキモール３丁目ドン・キホーテ前
829 横浜別所イトーヨーカドーチャンスセンター 神奈川県横浜市南区別所１－１４－１　イトーヨーカドー横浜別所店
830 弘明寺ロッタリーショップ 神奈川県横浜市南区通町４－１１４サンライズ２０００　１階
831 横浜橋ロッタリーショップ 神奈川県横浜市南区真金町１－１
832 井土ヶ谷マルエツチャンスセンター 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町２１５－１１　マルエツ井土ヶ谷店前
833 六ッ川弘明寺店 神奈川県横浜市南区六ッ川１－５５
834 宝くじロトハウス　上星川駅店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川１－２－２０　石井ビル
835 ビーンズ保土ヶ谷チャンスセンター 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町１－７　保土ヶ谷駅ビルビーンズ１Ｆ
836 新杉田ロッタリーショップ 神奈川県横浜市磯子区新杉田町６　ビーンズ２Ｆ
837 杉田スポーツ 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１７－１　プララビル２１５号
838 ダイクマ磯子店チャンスセンター 神奈川県横浜市磯子区磯子１－２－１　テックランド磯子店
839 金沢八景イオンチャンスセンター 神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１　イオン金沢八景店
840 宝くじロトハウス　横浜南部市場店 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１番１　ブランチ横浜南部市場　１１２２区画
841 金沢ビアレチャンスセンター 神奈川県横浜市金沢区並木２－１３－１　ビアレ横浜　正面入口右横　宝くじボックス
842 金沢文庫アピタチャンスセンター 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１－１　アピタ金沢文庫
843 宝くじロトショップ　新羽駅パティオワン店 神奈川県横浜市港北区新羽町１６３６－１
844 北新横浜エスポットチャンスセンター 神奈川県横浜市港北区北新横浜１－３－１６　エスポット新横浜店ホームセンター
845 アピタテラス横浜綱島チャンスセンター 神奈川県横浜市港北区綱島東４－３－１７　アピタテラス横浜綱島
846 戸塚トツカーナチャンスセンター 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１　戸塚西口共同ビルＡ２０３　戸塚西口共同ビル（トツカーナ）
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「くじケース」配布店舗一覧

847 東戸塚駅西口チャンスセンター 神奈川県横浜市戸塚区川上町９１－１　ＢＥＬＩＳＴＡタワー東戸塚２階
848 戸塚イオンスタイルチャンスセンター 神奈川県横浜市戸塚区吉田町８８４　イオンスタイル戸塚
849 港南台バーズ大黒天宝くじ 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－３
850 カミオラッキースクエア 神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目１５番１号　横浜上大岡ショッピングゾーンカミオ１Ｆ　宝くじ売場
851 宝くじロトショップ　港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台３－３－１
852 上永谷イトーヨーカドーチャンスセンター 神奈川県横浜市港南区丸山台１－１２－１　イトーヨーカドー上永谷店前
853 宝くじロトハウス　アルコット二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川１－４３　アルコット二俣川２Ｆ
854 宝くじロトショップ　希望ヶ丘店 神奈川県横浜市旭区中希望が丘２６５
855 宝くじロトショップ　鶴ヶ峰店 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２－７８
856 宝くじロトショップ　ジョイナステラス二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目５０番１４所在
857 横浜四季の森チャンスセンター 神奈川県横浜市旭区上白根３－４１－１　仲原街道　長坂交差点　四季の森フォレオ１Ｆ
858 港北ＰＡロッタリーショップ 神奈川県横浜市緑区北八朔町２１６０
859 中山とうきゅうチャンスセンター 神奈川県横浜市緑区中山町３０４－１　中山とうきゅう前
860 宝くじロトショップ　瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区中央１－４　瀬谷北口新ビル１階　階段下　瀬谷店
861 宝くじロトショップ　三ツ境店 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２－１
862 立場イトーヨーカドーチャンスセンター 神奈川県横浜市泉区中田西１－１－１５　イトーヨーカドー立場店１Ｆ
863 宝くじロトショップ　相鉄ライフいずみ野店 神奈川県横浜市泉区和泉町６２１４－１番地　相鉄ライフいずみ野
864 藤が丘駅店宝くじショップ 神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－５－２
865 たまプラーザイトーヨーカドーチャンスセンター 神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－６－１　イトーヨーカドーたまプラーザ店　正面出入口横
866 ららぽーと横浜ロッタリーショップ 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１　１階
867 港北ニュータウンチャンスセンター 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央２７－１０　オリンピック港北ニュータウン店・大通側店外
868 川崎アゼリアチャンスセンター 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２　川崎アゼリア東広場
869 宝くじロトハウス　川崎追分町店 神奈川県川崎市川崎区追分町５－３　島田ビル
870 宝くじロトハウス　川崎京町店 神奈川県川崎市川崎区小田１－１７－１９
871 川崎港町イトーヨーカドーチャンスセンター 神奈川県川崎市川崎区港町１２－１　イトーヨーカドー川崎港町店店頭
872 川崎イトーヨーカドーチャンスセンター 神奈川県川崎市川崎区小田栄２－２－１　イトーヨーカドー川崎店店頭
873 ホームズ川崎大師チャンスセンター 神奈川県川崎市川崎区中瀬３－２０－１　島忠ホームズ川崎大師店　フードコート側の駐車場
874 クロスガーデン川崎　大黒天宝くじ 神奈川県川崎市幸区小倉５－１９－２３　クロスガーデン川崎　１階
875 宝くじロトハウス　川崎駅西口店 神奈川県川崎市幸区中幸町３－３０－３
876 宝くじショップ　武蔵小杉東急スクエア店 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４７２　東急スクエア　ステーションマーケット　１Ｆ
877 武蔵新城駅前チャンスセンター 神奈川県川崎市中原区上新城２－１１－２２
878 武蔵中原ロッタリーショップ 神奈川県川崎市中原区上小田中４－２－１宝くじ売場
879 宝くじロトショップ　元住吉駅前店 神奈川県川崎市中原区木月２－３－３５　住吉名店センター
880 宝くじロトハウス　ＪＲ武蔵小杉駅北口前店 神奈川県川崎市中原区新丸子９２３番地
881 宝くじロトハウス　武蔵新城駅南口店 神奈川県川崎市中原区新城５－６－１
882 宝くじロトハウス　溝の口駅店 神奈川県川崎市高津区溝口２－１－１　東急ストアー溝の口
883 宝くじロトハウス　高津駅店 神奈川県川崎市高津区二子４－３－４　プロキオン・トーマ
884 宝くじロトショップ　ＪＲ稲田堤駅店 神奈川県川崎市多摩区菅２－２－３５
885 宝くじロトハウス　登戸駅前店 神奈川県川崎市多摩区登戸３４６７－１　ＮＯＢビル１階
886 マルエツ川崎宮前宝くじショップ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵３－９－１２　マルエツ１Ｆ　宝くじ売場
887 向ヶ丘ダイクマチャンスセンター 神奈川県川崎市宮前区平２－３－１０　テックランド向ヶ丘店前
888 宝くじロトショップ　橋本駅南口店 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－７
889 城山カインズチャンスセンター 神奈川県相模原市緑区向原３－９－７　カインズ城山店　１Ｆ左側
890 有限会社　武内商店 神奈川県相模原市中央区矢部２－２８－３
891 コーナン相模原ロッタリーショップ 神奈川県相模原市中央区小山３－３７－１
892 宝くじロトショップ　淵野辺駅南口店 神奈川県相模原市中央区鹿沼台２－１２－９
893 宝くじロトハウス　相模大野駅前店 神奈川県相模原市南区相模大野３－１１－３　ルミエール相模大野
894 宝くじロトショップ　小田急相模原店 神奈川県相模原市南区南台３－２０－１　ラクアル・オダサガ　２階
895 宝くじロトショップ　相模大野駅中央改札店 神奈川県相模原市南区相模大野３－８－１　小田急相模大野駅３階
896 相模原イオンチャンスセンター 神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１　イオン相模原店１Ｆ　（ヨーカ堂側１Ｆ入口）
897 大貫酒店 神奈川県横須賀市平作５－２４－１
898 宝くじロトハウス　県立大学店 神奈川県横須賀市安浦町３－２５
899 横須賀ホームズチャンスセンター 神奈川県横須賀市平成町２－１４－５　ホームズ横須賀店　正面入り口横
900 ウィング久里浜チャンスセンター 神奈川県横須賀市久里浜四丁目４番１０号　ウィング久里浜駅　１階入り口
901 横須賀中央三笠商店街チャンスセンター 神奈川県横須賀市大滝町２－２３　三笠ビル商店街
902 コースカ汐入チャンスセンター 神奈川県横須賀市本町２－１－１２　コースカベイサイドストアーズ１Ｆ
903 サンビーチ追浜チャンスセンター 神奈川県横須賀市追浜本町１－２８－５　サンビーチ追浜
904 宝くじロトハウス　平塚駅南口前店 神奈川県平塚市代官町２－１０
905 宝くじロトハウス　平塚市民プラザ前店 神奈川県平塚市明石町２５－６
906 チャンスセンターららぽーと湘南平塚店 神奈川県平塚市天沼１０－１　ららぽーと湘南平塚１階
907 コーナン大船ロッタリーショップ 神奈川県鎌倉市岡本１１８８－１
908 宝くじロトハウス大船観音店 神奈川県鎌倉市岡本１－１－９
909 テラスモール湘南　大黒天宝くじ 神奈川県藤沢市辻堂神台１－３－１　テラスモール湘南　１Ｆ
910 宝くじロトショップ　長後駅東口店 神奈川県藤沢市下土棚４７２
911 宝くじロトショップ　湘南台西口駅前店 神奈川県藤沢市湘南台２－２－５
912 湘南モールフィルチャンスセンター 神奈川県藤沢市辻堂新町４－１－１　湘南モールフィルホームセンター横
913 湘南とうきゅうチャンスセンター 神奈川県藤沢市遠藤滝ノ沢６９８－１０　湘南とうきゅう１Ｆ
914 藤沢さいか屋チャンスセンター 神奈川県藤沢市藤沢５５５　さいか屋東口バス停前
915 湘南台イトーヨーカドーチャンスセンター 神奈川県藤沢市石川６－２－１　イトーヨーカドー湘南台店
916 小田原シティモールチャンスセンター 神奈川県小田原市前川１２０　フレスポ小田原シティモール１Ｆ
917 小田原荻窪チャンスセンター 神奈川県小田原市荻窪４４８－１
918 宝くじロトショップ　酒匂店 神奈川県小田原市西酒匂１－９－１　ヨークマート酒匂店　駐車場
919 宝くじロトハウス　茅ヶ崎駅南口前店 神奈川県茅ヶ崎市共恵１－２－２
920 宝くじロトハウス　ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市浜見平１０－２　ブランチ茅ヶ崎３　１階
921 茅ヶ崎イトーヨーカドーチャンスセンター 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１１－８　イトーヨーカドー茅ヶ崎店前
922 三浦カインズチャンスセンター 神奈川県三浦市初声町入江２７３－３　カインズホーム三浦店
923 宝くじロトハウス　秦野店 神奈川県秦野市大秦町１－１　　小田急小田原線　秦野駅３階
924 いなげや厚木三田ロッタリーショップ 神奈川県厚木市三田２－２－１８
925 厚木ダイクマチャンスセンター 神奈川県厚木市長谷６－２０　ダイクマ厚木店正面前
926 チャンスセンター本厚木ミロード店 神奈川県厚木市泉町１－１　本厚木ミロード１　１階
927 厚木トレリスチャンスセンター 神奈川県厚木市戸室５－３１－１　バス停アンリツ前　アツギトレリス（ａｔ）入口
928 マルエツ鶴間大黒天宝くじ 神奈川県大和市西鶴間３－１－８
929 宝くじロトハウス　つきみ野店 神奈川県大和市つきみ野４－１２－８
930 宝くじロトショップ　大和店 神奈川県大和市中央２－１－１
931 いなげや相模大塚宝くじショップ 神奈川県大和市上草柳１８７－２　いなげや　マクドナルド隣
932 伊勢原イトーヨーカドーチャンスセンター 神奈川県伊勢原市桜台１－８－１　イトーヨーカドー伊勢原店正面入口横
933 ららぽーと海老名　大黒天宝くじ 神奈川県海老名市扇町１３－１　１階
934 東名高速道路海老名ＳＡ（下り）宝くじコーナー 神奈川県海老名市大谷南５－２－１　海老名サービスエリア下り
935 宝くじロトショップ　さがみ野店 神奈川県海老名市東柏ヶ谷２－３０－２８
936 海老名イオンチャンスセンター 神奈川県海老名市中央２－４－１　イオン海老名店正面出入口横
937 宝くじロトショップ　相武台店 神奈川県座間市相武台１－３３－２　小田急マルシェ　１階
938 寒川アメリア三和チャンスセンター 神奈川県高座郡寒川町岡田５－１７－１　アメリア三和寒川店
939 二宮ザ・ビッグチャンスセンター 神奈川県中郡二宮町一色１２０７－１　ザ・ビッグ二宮店駐車場
940 開成マックスバリュチャンスセンター 神奈川県足柄上郡開成町延沢７３０－１　マックスバリュ開成店　店内入り口前
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941 湯河原エスポットチャンスセンター 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１５７６－４７　エスポット湯河原店入口前
942 中津マルエツチャンスセンター 神奈川県愛甲郡愛川町中津３３９７－１　マルエツ中津店　正面入口横
943 スーパーセンタームサシ上越店宝くじ売場 新潟県上越市下門前１６２１番地　宝くじ売場
944 長岡駅前チャンスセンター 新潟県長岡市台町２－４－５６　ＪＲ長岡駅東口Ｅプラザ前
945 新潟竹尾　大黒天宝くじ 新潟県新潟市東区竹尾６３８番地　ハクシンビル
946 河渡アテーナチャンスセンター 新潟県新潟市東区浜谷町２－４－１８　ホームセンターアテーナ河渡店正面入口
947 新潟交通バスセンター　宝くじ売場 新潟県新潟市中央区万代１－６－１　バスセンタービル２Ｆ
948 石山人形店 新潟県新潟市中央区本町通６－１１４２
949 スーパーセンタームサシ新潟店 新潟県新潟市中央区姥ケ山４５－１
950 新潟西イオンチャンスセンター 新潟県新潟市西区小新南２－１－１０　イオン新潟西店
951 巻ウオロクチャンスセンター 新潟県新潟市西蒲区巻甲４８６２　ウオロク巻店前
952 アクロスプラザ長岡チャンスセンター 新潟県長岡市沖田１　アクロスプラザ長岡
953 ホームセンタームサシ三条店 新潟県三条市大字上須頃大割４２８－１
954 三条イオンチャンスセンター 新潟県三条市西裏館２－１２－２０　イオン三条店前
955 柏崎ＭＥＧＡドン・キホーテチャンスセンター 新潟県柏崎市東長浜町４－１５　ＭＥＧＡドン・キホーテ柏崎店中央口ゲート前
956 いわむら民藝店 新潟県新発田市諏訪町１－３－２９
957 見附プラント５チャンスセンター 新潟県見附市上新田町７２５－１　スーパーセンタープラント５見附店駐車場右奥第９番
958 吉田コメリチャンスセンター 新潟県燕市吉田下中野５０２－１　
959 五泉キューピットチャンスセンター 新潟県五泉市郷屋川２－２　キューピット五泉店
960 カウボーイ上越店　宝くじ売場 新潟県上越市富岡５３９－７　カウボーイ敷地内　上越の湯側　宝くじボックス
961 ホームセンタームサシ佐和田店　宝くじ売場 新潟県佐渡市長木字腰前７８３　宝くじ売場
962 六日町イオンチャンスセンター 新潟県南魚沼市余川３１００　イオン六日町店
963 ホームセンタームサシ高岡駅南店　宝くじ売場 富山県高岡市駅南２－１－１　宝くじ売場
964 ショッピングタウン北の森 富山県富山市森３丁目２－１１　インフォメーション
965 あさうち　たばこ店 富山県富山市本町３－１　朝内ビル
966 （株）城南屋ユウタウン総曲輪店 富山県富山市総曲輪３丁目１番地１１　ユウタウン総曲輪１Ｆ
967 ホームセンタームサシ富山店 富山県富山市中川原字川原田割３３６　宝くじ売場
968 婦中ファボーレチャンスセンター 富山県富山市婦中町下轡田１６５－１　フューチャーシティファボーレ正面入口横
969 太郎丸チャンスセンター 富山県富山市太郎丸本町１－７　花園町バス停前
970 富山アピタチャンスセンター 富山県富山市上袋１００－１　アピタ富山店
971 東富山アピタチャンスセンター 富山県富山市上冨居３－８－３８　アピタ富山東店
972 豊田シマヤチャンスセンター 富山県富山市豊田本町１－８－８　ジョイフルシマヤ豊田店　正面駐車場内
973 高岡イオンチャンスセンター 富山県高岡市江尻３３１－１　イオン高岡店
974 チャンスセンターイオンモール高岡店 富山県高岡市下伏間江３８３　イオンモール高岡正面入口
975 氷見マックスバリュチャンスセンター 富山県氷見市窪１４０－１　マックスバリュ氷見店
976 黒部メルシーチャンスセンター 富山県黒部市新牧野３１１　メルシー正面
977 砺波ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹチャンスセンター 富山県砺波市太郎丸３－６９　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ砺波店
978 大島チャンスセンター 富山県射水市小島３７２４　「大阪屋ショップ」アプリオ店　入口横
979 あそびや　あとりお堂 石川県金沢市香林坊１－１－１　香林坊アトリオＢ１階
980 西泉ラパークチャンスセンター 石川県金沢市西泉４－１１　ショッピングセンターラパーク金沢
981 金沢百番街チャンスセンター 石川県金沢市木ノ新保町１－１　金沢百番街「あんと」内　東口１通路
982 金沢イオンチャンスセンター 石川県金沢市福久２－５８　イオン金沢店　西エントランス北側横
983 七尾ベイモールチャンスセンター 石川県七尾市小島町大開地１－７８　ベイモール駐車場　広告塔北側
984 こまつタバコセンター・フゥー 石川県小松市日の出町１－１４３
985 加賀の里イオンチャンスセンター 石川県加賀市上河崎町４７－１　イオン加賀の里店前
986 野々市南チャンスセンター 石川県野々市市上林４－６７５　野々市南ショッピングセンター　メガマートマックスバリュ前
987 野々市カーマチャンスセンター 石川県野々市市二日市４－２１１　ＤＣＭカーマ野々市店　駐車場東側
988 津幡アルプラザチャンスセンター 石川県河北郡津幡町北中条１－１　アル・プラザ津幡店内
989 テアトルサンクラッキーセンター 福井県福井市中央１－１７－１　ビッグアップルビレッジ１Ｆ　宝くじ売場
990 福井ベルチャンスセンター 福井県福井市花堂南２－１６－１　ショッピングシティベル
991 敦賀アルプラザチャンスセンター 福井県敦賀市白銀町１１－５　アル・プラザ敦賀店
992 山下薬局 福井県小浜市小浜竜田２４
993 ショッピングモールヴィオ　インフォメーション 福井県大野市鍬掛１７－１７－１　ショッピングモールヴィオ　１Ｆインフォメーション
994 鯖江アルプラザチャンスセンター 福井県鯖江市下河端町１６字下町１６－１　アル・プラザ鯖江店
995 水屋商店 福井県越前市府中１－７－１
996 武生楽市チャンスセンター 福井県越前市横市町２８－１４－１　武生楽市北口横
997 武生南ワイプラザグルメ館チャンスセンター 福井県越前市松森町１６字東大塚５－１　ワイプラザグルメ館武生南店敷地内
998 丸岡ピアゴチャンスセンター 福井県坂井市丸岡町一本田２字小深町１１－３　ピアゴ丸岡店　ＡＴＭ前
999 イーストモールチャンスセンター 山梨県甲府市朝気３－１－１２　イーストモールバリオ
1000 国母オギノチャンスセンター 山梨県甲府市大里町３６０　スーパーオギノ国母店駐車場内
1001 Ｑ－ＳＴＡインフォメーション 山梨県富士吉田市上吉田二丁目５番１号　富士吉田富士急ターミナルビルＱ－ＳＴＡ　１Ｆ　インフォメーション窓口
1002 都留信本店前売場 山梨県富士吉田市下吉田２－１９－１１
1003 富士吉田オギノチャンスセンター 山梨県富士吉田市下吉田９－５－６　スーパー富士吉田オギノ駐車場内
1004 イオン大月チャンスセンター 山梨県大月市御太刀１－１３－２９　イオン大月店西入口
1005 韮崎ライフガーデンチャンスセンター 山梨県韮崎市若宮２－２－２３　ライフガーデンにらさき駐車場
1006 長坂きららシティチャンスセンター 山梨県北杜市長坂町大八田１４４－５　長坂きららシティショッピングセンター敷地内
1007 中央自動車道　双葉サービスエリア（下り線）　レストラン山交 山梨県甲斐市龍地２６３０
1008 双葉サービスエリア上り線　宝くじ売場 山梨県甲斐市龍地二ツ塚２３９５
1009 フーズボックスいわした 山梨県甲斐市西八幡２３５９－１
1010 ラザウォーク甲斐双葉チャンスセンター 山梨県甲斐市志田字柿木６４５－１　ラザウォーク甲斐双葉モール内１Ｆ
1011 ザ・ビッグ敷島チャンスセンター 山梨県甲斐市大下条９６３　ザ・ビッグ甲斐敷島店
1012 石和イオンチャンスセンター 山梨県笛吹市石和町駅前１６－１　イオン石和店
1013 石和ＭＥＧＡドン・キホーテチャンスセンター 山梨県笛吹市石和町窪中島１５４　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ石和店
1014 中央自動車道　談合坂サービスエリア（上り線） 山梨県上野原市大野４９４３　中央自動車道　談合坂サービスエリア（上り線）
1015 談合坂サービスエリア下り線　宝くじ売場 山梨県上野原市野田尻大野窪７１０
1016 増穂青柳団地前ドリームＢＯＸ 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町１２４０　宝くじ売場
1017 甲府昭和イトーヨーカドーチャンスセンター 山梨県中巨摩郡昭和町西条１３－１　イトーヨーカドー甲府昭和店
1018 チャンスセンターイオンモール甲府昭和 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１　イオンモール甲府昭和ＳＣ内
1019 諏訪ステーションパークチャンスセンター 長野県諏訪市沖田町５－３９　諏訪ステーションパーク内　ＣｏＣｏ壱番屋横
1020 青木島チャンスセンター 長野県長野市青木島４－４－５　ツルヤ青木島店店頭
1021 檀田チャンスセンター 長野県長野市檀田２－２０　西友長野北店　道路反対側クリーニング店横
1022 松本駅前チャンスセンター 長野県松本市中央１－２－３　駅前飯田屋ホテル前
1023 塩田野ＳＣチャンスセンター 長野県上田市神畑字仲西４６０－１　ザ・ビッグしおだ野店
1024 上田ユーメイトチャンスセンター 長野県上田市中央５－１３－３１　上田ショッピングタウンユーメイト
1025 藤城商店 長野県上田市天神４－２２－１２
1026 レイクウォーク岡谷チャンスセンター 長野県岡谷市銀座１－１－５　レイクウォーク岡谷
1027 平安堂　飯田店 長野県飯田市鼎名古熊６６０－１
1028 諏訪湖サービスエリア上り線 長野県諏訪市豊田所久保３１１８
1029 須坂インター前チャンスセンター 長野県須坂市井上字砂田１８５９－１　須坂長野東インターチェンジ
1030 駒ヶ根カインズチャンスセンター 長野県駒ヶ根市赤穂９２２　カインズホーム駒ヶ根店駐車場内
1031 飯山ベイシアチャンスセンター 長野県飯山市静間１９６７　ベイシア飯山店
1032 茅野オギノチャンスセンター 長野県茅野市塚原１－１７　オギノ茅野ショッピングセンター
1033 佐久平カインズチャンスセンター 長野県佐久市岩村田１４９３　カインズホーム佐久平店１Ｆ
1034 野沢チャンスセンター 長野県佐久市野沢３１６－１　はなおか野沢店
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1035 更埴カインズチャンスセンター 長野県千曲市粟佐五丁鋤１１１２－１　カインズホーム更埴店
1036 豊科チャンスセンター 長野県安曇野市豊科４４８８－１　デリシア駐車場
1037 箕輪イオンチャンスセンター 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪９０２５　イオン箕輪店駐車場
1038 イオンタウン各務原宝くじセンター 岐阜県各務原市蘇原花園町１－２０－１　ロックタウン各務原Ａゾーン地区
1039 スーパービバホーム岐阜柳津ロッタリーショップ 岐阜県岐阜市柳津町流通センター１－４０
1040 写真の杉原 岐阜県岐阜市上尻毛八幡１３３－６
1041 アート書房 岐阜県岐阜市清本町１－２９
1042 たばこ会館　宝くじセンター 岐阜県岐阜市泉町２３－６
1043 タックメイト市川 岐阜県岐阜市且の島中１－１２－５
1044 岐阜メガドン・キホーテＵＮＹチャンスセンター 岐阜県岐阜市加納神明町６－１　アピタ岐阜店
1045 ヒバリヤ 岐阜県大垣市緑園６１番地４
1046 渡辺酒造本店 岐阜県大垣市林町８－１１２６
1047 サカエヤ 岐阜県大垣市大井２－２９
1048 美濃錦ノースウエスト宝くじセンター 岐阜県大垣市熊野町２８５番地の１　平和堂ノースウエスト店
1049 ルビットタウン高山チャンスセンター 岐阜県高山市岡本町３－１８－２　ルビットタウン高山店　正面入口ＡＴＭ横
1050 ドリームボックス多治見 岐阜県多治見市若松町１－２９　バロー多治見店内
1051 ドリームボックスバロー南店（バロー多治見南店宝くじ売場） 岐阜県多治見市大畑町赤松９８－１０　バロー多治見南店　宝くじ売場
1052 小松屋（野田たばこ店） 岐阜県関市本町８－２３
1053 ルビットタウン中津川店　宝くじ売場 岐阜県中津川市淀川町３－８　ルビットタウン中津川店　宝くじ売場
1054 ゆめの宝箱（バロー瑞浪中央店宝くじ売場） 岐阜県瑞浪市益見町３－１１　バロー瑞浪中央店　宝くじ売場
1055 恵那バロー宝くじセンター 岐阜県恵那市大井町１８０－１　恵那バロー宝くじセンター
1056 平川たばこ店 岐阜県美濃加茂市太田本町２－１－１８
1057 マツイ酒店 岐阜県美濃加茂市古井町下古井５８
1058 ハッピースポット土岐 岐阜県土岐市肥田浅野梅ノ木町１丁目２３　バロー土岐店　宝くじ売場
1059 チャンスセンターイオンモール土岐 岐阜県土岐市土岐津町土岐口字中山１３７２－１他　イオンモール土岐　１階　ＡＴＭコーナー
1060 イオン各務原チャンスセンター 岐阜県各務原市那加萱場町３－８　イオンモール各務原店　レストランエレベーター入口左
1061 ドリームボックス可児 岐阜県可児市広見２０２４－３　バロー広見ショッピングセンター
1062 ヨシヅヤ可児店　お客様センター 岐阜県可児市下恵土５７５０
1063 高富平和堂チャンスセンター 岐阜県山県市高木１４７３　平和堂高富店
1064 平和堂穂積宝くじセンター 岐阜県瑞穂市別府６２４番地　宝くじＢＯＸ
1065 北方アピタチャンスセンター 岐阜県本巣郡北方町平成２－３　アピタ北方店正面入口前
1066 島田アピタチャンスセンター 静岡県島田市宝来町８－２　アピタ島田店
1067 袋井ピアゴチャンスセンター 静岡県袋井市新池字原川田１１５８－１　ピアゴ袋井店
1068 （有）宝くじの鈴木商店 静岡県静岡市葵区七間町５－２
1069 ゆめや 静岡県静岡市葵区大岩４－２２－７
1070 有限会社　柏屋 静岡県静岡市葵区東瀬名町１－３８
1071 （有）ＴＡＢＡＫモチヅキ 静岡県静岡市葵区松富３－５－９
1072 青葉通りチャンスセンターすぎやま 静岡県静岡市葵区両替町２－４－３
1073 リッチマン 静岡県静岡市駿河区下川原６－１９－１　青山ハイツ　１階テナント
1074 ドラッグストアＡ＆Ａ 静岡県静岡市駿河区みずほ４－１１－５
1075 （有）杉山たばこ店 静岡県静岡市駿河区中吉田１３－１０
1076 ジャンボエンチョー静岡店：宝くじ・ｔｏｔｏ売場 静岡県静岡市駿河区大和２－３－２５　ジャンボエンチョー静岡店　正面玄関前　宝くじ売場
1077 静岡富士見台チャンスセンター 静岡県静岡市駿河区富士見台１－１９－１２　バロー富士見台ショッピングセンター　静岡富士見台チャンスセンター
1078 静岡馬淵チャンスセンター 静岡県静岡市駿河区馬淵２－８－１　テックランド静岡店
1079 ヒバリヤ高部ロッタリーショップ 静岡県静岡市清水区押切２８４－１
1080 中田たばこ店 静岡県静岡市清水区向田町８－２５
1081 （有）村越くだもの店 静岡県静岡市清水区真砂町３－５
1082 Ｂａｙ　Ｄｒｅａｍ清水ＳＣ　チケットセンター 静岡県静岡市清水区駒越北町８号１番　Ｂａｙ　Ｄｒｅａｍ清水ショッピングセンター１階　チケットセンター
1083 ジャンボエンチョー清水店：宝くじ売場 静岡県静岡市清水区袖師町１４５５　ジャンボエンチョー清水店　正面玄関前　宝くじ売場
1084 清水永楽町チャンスセンター 静岡県静岡市清水区永楽町７－８　新清水鑑定団
1085 （有）オグラヤ 静岡県浜松市中区葵西５－７－１
1086 山下金物店 静岡県浜松市中区葵東２－２４－３２
1087 あたりや 静岡県浜松市中区鍛冶町２－１
1088 （有）マスミ 静岡県浜松市中区板屋町５２１
1089 （有）ヨシトヨ 静岡県浜松市中区領家１－４－２２
1090 やぶした商店 静岡県浜松市中区萩丘２－４０－２
1091 開運堂イケヤ高丘店 静岡県浜松市中区高丘東１－２－４０
1092 ミスター１０１　浜松北口店 静岡県浜松市中区砂山町３２０－５　浜松駅前ピースビル１Ｆ
1093 やしま 静岡県浜松市中区鍛冶町１２５
1094 浜松早出チャンスセンター 静岡県浜松市中区早出町１６８０　ハードストック浜松早出・正面駐車場
1095 ささや 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町２１６
1096 永田たばこ店 静岡県浜松市東区大瀬町２７－２８
1097 宝くじフルカワ 静岡県浜松市東区有玉南町７０７－１
1098 株式会社　はまおん 静岡県浜松市東区西ヶ崎町１０８６
1099 ＹＵＭＥＹＡ 静岡県浜松市東区笠井町１１９７－２２
1100 ルフラン 静岡県浜松市西区入野町１６１０１－７
1101 しんみせ 静岡県浜松市西区雄踏町宇布見８３７８
1102 エビス 静岡県浜松市西区西山町２１９２
1103 リカーズたかはし 静岡県浜松市西区篠原町２０３８４－３
1104 なかむら酒店 静岡県浜松市南区小沢渡町５７５
1105 浜松可美メガドン・キホーテチャンスセンター 静岡県浜松市南区東若林町１１－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ浜松可美店
1106 大石屋 静岡県浜松市北区初生町６２６－１　ラフレ初生１Ｆ　　大石屋
1107 さかいや 静岡県浜松市北区根洗町４５１ー１
1108 浜名湖サービスエリア宝くじ売場 静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米４７－１
1109 夢らまつ 静岡県浜松市浜北区小林４２１－２
1110 野中商店 静岡県浜松市浜北区尾野２６６７－２
1111 ジャンボエンチョーきらりタウン浜北店：宝くじ売場 静岡県浜松市浜北区染地台５丁目７番８号　ジャンボエンチョー　きらりタウン浜北店　正面玄関　横　宝くじ売場
1112 袴田たばこ店 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵１７６
1113 橋本商店 静岡県沼津市江原町１１－１５
1114 仲見世・山本酒店 静岡県沼津市大手町５－３－１９
1115 （有）富沢屋 静岡県沼津市大手町５－９－１
1116 （有）寿屋 静岡県沼津市上土町８５
1117 金運パワーの店　むさしや 静岡県沼津市下本町４８
1118 原田園 静岡県沼津市大塚１４ー１
1119 株式会社マイルド 静岡県沼津市共栄町６番地の１７
1120 （株）小島屋 静岡県沼津市大手町５－２－１　宝くじ・たばこ売場
1121 チャンスセンターららぽーと沼津 静岡県沼津市東椎路字東荒３０１－３　ららぽーと沼津北側　ＡＴＭコーナー内
1122 ＡＢＣチケット　熱海店 静岡県熱海市田原本町８－１０
1123 熱海マックスバリュチャンスセンター 静岡県熱海市中央町１９－３９　マックスバリュ熱海店
1124 エース　三島店 静岡県三島市萩６９９－１
1125 ＡＢＣチケット三島駅前店　三島駅前チャンスセンター 静岡県三島市一番町１３－１７
1126 ＡＢＣチケット　三島店 静岡県三島市一番町１７－５２　ＡＢＣチケット三島店
1127 いとくま 静岡県富士宮市中央町２－５
1128 富士宮ピアゴチャンスセンター 静岡県富士宮市東阿幸地５４１　ピアゴ富士宮店
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1129 伊東ショッピングプラザデュオ　デュオカウンター 静岡県伊東市玖須美元和田７２０－１４３　伊東ショッピングプラザデュオ　１Ｆ　デュオカウンター
1130 鳴戸薬局 静岡県伊東市竹の内２－１－８
1131 伊東マリンタウン 静岡県伊東市湯川５７１－１９
1132 伊東チャンスセンターカインズ店 静岡県伊東市鎌田字城平ノ上１２７８－１　伊東チャンスセンターカインズ店（宝くじ売場）
1133 富士川楽座ロッタリーショップ 静岡県富士市岩渕１４８８－１
1134 市河たばこ店 静岡県富士市吉原１－１０－２７
1135 （株）中野屋 静岡県富士市大淵２８９９－２
1136 フジコウジ酒店 静岡県富士市中柏原新田２２８
1137 三角屋 静岡県富士市本町４－１５
1138 キリヤ 静岡県富士市中之郷８１４－１０
1139 なだや 静岡県富士市三ツ沢７９４－３
1140 有限会社　アサヒ 静岡県富士市日乃出町６０番地　メガーチ日乃出マンション１Ｆ　たばこ店
1141 ホームショップ　かわかく 静岡県富士市鈴川町３－７
1142 中島酒店 静岡県富士市岩本２１３７　中島酒店　店舗内
1143 イオン富士南チャンスセンター 静岡県富士市鮫島１１８－１０　イオンタウン富士南マックスバリュ口
1144 大正倉 静岡県磐田市中泉２－６－１２
1145 （有）小栗屋酒店 静岡県磐田市見付２３４５－３
1146 豊文堂　豊岡店 静岡県磐田市神増４９８－５
1147 豊田マックスバリュチャンスセンター 静岡県磐田市立野２０２５－１５　マックスバリュ豊田店
1148 磐田上岡田ピアゴチャンスセンター 静岡県磐田市上岡田村東８１７－１　ピアゴ上岡田店
1149 ムラヒロ 静岡県焼津市本町５－７－３
1150 加茂商店 静岡県焼津市石津中町９－１０
1151 村松たばこ店 静岡県焼津市一色７９７－２
1152 （有）しのみや 静岡県焼津市八楠１－３－１０
1153 清水商店 静岡県焼津市栄町３－１－１３
1154 （有）谷島屋登呂田店 静岡県焼津市西小川２ー１ー８
1155 中野酒店 静岡県焼津市祢宜島４１０－２
1156 有限会社マスダ 静岡県焼津市大村２丁目１８－１２
1157 ジョイプラザ　焼津店 静岡県焼津市大住６８３－１
1158 加藤たばこ店 静岡県掛川市亀の甲１丁目１－５
1159 大橋たばこ店 静岡県掛川市中央２－１６－１
1160 松屋たばこ店 静岡県掛川市連雀２－４
1161 道の駅掛川　宝くじ売り場 静岡県掛川市八坂８８２－１
1162 掛川メガドン・キホーテＵＮＹチャンスセンター 静岡県掛川市大池２８２６　メガドン・キホーテＵＮＹ掛川店
1163 フォンテーヌ府中屋 静岡県藤枝市本町３－５－４
1164 堀江たばこ店 静岡県藤枝市茶町１－１１－７
1165 安藤たばこ店 静岡県藤枝市駅前２－１－７
1166 杉井たばこ店 静岡県藤枝市前島１－６－１７
1167 （有）丸源 静岡県藤枝市上当間５８６－１
1168 ジャンボエンチョー藤枝店：宝くじ・ｔｏｔｏ売場 静岡県藤枝市築地１－７－３０　ジャンボエンチョー藤枝店　正面玄関横　宝くじ・ｔｏｔｏ売場
1169 足柄ＳＡ上り　大黒天宝くじ 静岡県御殿場市深沢１７８０－１９　足柄サービスエリア上り内
1170 山路たばこ店 静岡県袋井市山科２９１１－１
1171 （有）田中屋商店 静岡県裾野市佐野１０６７
1172 湖西イオンタウンチャンスセンター 静岡県湖西市鷲津字分川３０８５　イオンタウン湖西店
1173 浜松会館たばこ宝くじ店 静岡県御前崎市池新田５８２６－７
1174 浜松会館　山下たばこ店 静岡県御前崎市池新田３３４２－１
1175 菊川コメリチャンスセンター 静岡県菊川市加茂字栗林５５９　コメリ菊川店
1176 株式会社良酒倉庫　宮内酒店 静岡県伊豆の国市御門７１－１
1177 大仁アピタチャンスセンター 静岡県伊豆の国市吉田字九十分１５３－１　アピタ大仁店
1178 牧之原サービスエリア　下り線　宝くじ売り場 静岡県牧之原市静谷２５４５－３４　牧之原サービスエリア　下り線　宝くじ売り場
1179 多田商店 静岡県駿東郡長泉町下土狩５０９
1180 足柄ＳＡ下り　大黒天宝くじ 静岡県駿東郡小山町桑木５９５－５　足柄サービスエリア下り内
1181 （有）焼津谷島屋吉田店 静岡県榛原郡吉田町住吉１２２７番地４
1182 藁科商店 静岡県榛原郡吉田町神戸１７０６－２
1183 松本たばこ店 静岡県榛原郡吉田町片岡１７００－２
1184 チャンスセンター豊田市柿本町店 愛知県豊田市柿本町８丁目４３番地
1185 もりたや 愛知県豊川市西本町１９
1186 長久手南ピアゴチャンスセンター 愛知県長久手市市が洞２－１３１３　ピアゴ長久手南店
1187 今池ガスビルプレイガイド 愛知県名古屋市千種区今池１－８－８　今池ガスビル１Ｆ正面玄関　宝くじ売場
1188 イオン今池チャンスセンター 愛知県名古屋市千種区今池５－１３－２６　イオン今池店
1189 千代田橋アピタチャンスセンター 愛知県名古屋市千種区千代田橋２－１－１　アピタ千代田橋店
1190 大曽根モールチャンスセンター 愛知県名古屋市東区矢田１－６　メッツ大曽根西側駐車場
1191 上飯田チャンスセンター 愛知県名古屋市北区織部町１－４　そよら上飯田
1192 名古屋北アピタチャンスセンター 愛知県名古屋市北区辻町９－１　アピタ名古屋北店
1193 イオンタウン名西　大黒天宝くじ 愛知県名古屋市西区香呑町６－４９－１　１階
1194 ｍｏｚｏワンダーシティチャンスセンター 愛知県名古屋市西区二方町４０　ワンダーシティ北東入口前
1195 日比津堂 愛知県名古屋市中村区高道町３－１－３
1196 チカシン名駅北店 愛知県名古屋市中村区名駅３－１４－１５先
1197 名鉄観光名駅地下宝くじセンター 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－１　名鉄ビル地下内
1198 中村チャンスセンター 愛知県名古屋市中村区豊国通１－２３－１　中村公園前バスターミナル向い側
1199 名古屋ラッキーセンター 愛知県名古屋市中村区名駅１－２
1200 名古屋東台ロッタリーショップ 愛知県名古屋市中区新栄１－１０－１６　ニーズメゾン新栄　１階Ａ号室
1201 チカシン宝くじ本店 愛知県名古屋市中区栄３－５－１２先
1202 万松寺チャンスセンター 愛知県名古屋市中区大須３－３０－４０　万松寺ビル
1203 日土地伏見チャンスセンター 愛知県名古屋市中区栄２－１－１　日土地伏見ビル１階
1204 栄エンゼルチャンスセンター 愛知県名古屋市中区栄３－１５－２０　松坂屋北館　地下１階
1205 御器所チャンスセンター 愛知県名古屋市昭和区阿由知通４－６　御器所交差点南西約３０ｍ
1206 新瑞橋チャンスセンター 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通８－１５－１７　新瑞橋交差点東南
1207 イオンタウン熱田千年　大黒天宝くじ 愛知県名古屋市熱田区千年１－１７０１　イオンタウン熱田千年店内
1208 名鉄神宮前駅前店ドリームセンター 愛知県名古屋市熱田区神宮３－５－４　大沢ビル１Ｆ
1209 小松屋 愛知県名古屋市熱田区大宝３－７－１６
1210 金山ラッキーセンター 愛知県名古屋市熱田区金山町１－１－１８　金山プラザ
1211 アズパークチャンスセンター 愛知県名古屋市中川区新家１－２４２１　アズパーク
1212 中川フランテチャンスセンター 愛知県名古屋市中川区中島新町２－２０２　新中島フレンテ館地下駐車場入口
1213 尾頭橋チャンスセンター 愛知県名古屋市中川区山王２－４０１　ゴルフ５山王店の裏側、「ふるわたり橋」の隣
1214 篠原橋マックスバリュチャンスセンター 愛知県名古屋市中川区清川町２－１－１　マックスバリュ篠原橋東店
1215 コーナン南十番町ロッタリーショップ 愛知県名古屋市港区南十番町１－１－２
1216 ポートウォークみなとチャンスセンター 愛知県名古屋市港区当知２－１５０１　ポートウォークみなと１Ｆ
1217 えびすや 愛知県名古屋市南区豊田１－２－７
1218 柴田ヤマナカチャンスセンター 愛知県名古屋市南区鳴浜町５－１－１　ヤマナカ柴田店
1219 新守山アピタチャンスセンター 愛知県名古屋市守山区新守山２８３０　アピタ新守山店　
1220 四軒家フランテチャンスセンター 愛知県名古屋市守山区白山１－１０１　フランテ四軒家店前
1221 モンマート　いけがみ 愛知県名古屋市緑区鳴海町字池上１０２－１５
1222 アピタ鳴海店　宝くじ売場 愛知県名古屋市緑区鳴海町伝治山３－９　アピタ鳴海店宝くじ売場
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1223 鳴海なるぱーくチャンスセンター 愛知県名古屋市緑区浦里３－２３２　なるぱーく１Ｆ中央エスカレーター下
1224 緑ドン・キホーテチャンスセンター 愛知県名古屋市緑区鳥澄１－４０１　ドン・キホーテ緑店　正面入口
1225 イオン名古屋東チャンスセンター 愛知県名古屋市名東区猪子石原２－１７０１　イオン名古屋東店西出入口
1226 平針ピアゴチャンスセンター 愛知県名古屋市天白区平針２－１２０１　ピアゴ平針店駐車場
1227 ラック鷹丘店 愛知県豊橋市忠興１－４－２５　宝くじＢＯＸ
1228 豊橋ステーションビル　カルミア 愛知県豊橋市花田町西宿無番地　豊橋ステーションビル　カルミア２Ｆ　サービスカウンター
1229 チケットショッププラス豊橋西駅店 愛知県豊橋市花田町西宿１１０－１０　
1230 ＭＥＧＡドン・キホーテ豊橋店チャンスセンター 愛知県豊橋市藤沢町１４１　メガドンキホーテ
1231 向山アピタチャンスセンター 愛知県豊橋市向山町中畑１－１　アピタ向山店東駐車場入口横
1232 豊橋南プラザチャンスセンター 愛知県豊橋市大清水町字大清水３－１１８９　スギ薬局豊橋南プラザ店
1233 豊橋あけぼのチャンスセンター 愛知県豊橋市西幸町字浜池５－２　豊橋市西幸郵便局隣
1234 岡崎ＳＡ　大黒天宝くじ 愛知県岡崎市宮石町六ツ田１０－４　岡崎サービスエリア内
1235 手嶋酒店（コンビ・３０） 愛知県岡崎市筒針町元流１７１－５
1236 岡崎北アピタチャンスセンター 愛知県岡崎市日名北町４－４６　アピタ岡崎北店東入口横
1237 岡崎アオイプラザチャンスセンター 愛知県岡崎市大樹寺１－２－２　バロー大樹店入口手前
1238 サンコス岡崎北口店 愛知県岡崎市明大寺本町４－７０　
1239 コーナン今伊勢ロッタリーショップ 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字南新田１番地１　１Ｆ　宝くじ売場
1240 一宮テラスウォークチャンスセンター 愛知県一宮市両郷町１－２　テラスウォーク一宮南側入口横
1241 木曽川アピタチャンスセンター 愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り５１－４　アピタ木曽川店南入口　左側　（駐車場敷地内）
1242 スーパービバホーム一宮大黒天宝くじ 愛知県一宮市羽衣２丁目５－２　１Ｆ
1243 瀬戸アピタチャンスセンター 愛知県瀬戸市幸町３３　アピタ瀬戸店正面入り口横
1244 半田パワードームチャンスセンター 愛知県半田市乙川吉野町９　パワードーム半田店カーマ側出入口
1245 株式会社清水屋　春日井店 愛知県春日井市瑞穂５－３３
1246 春日井カーマチャンスセンター 愛知県春日井市如意申町５－７－１４　カーマホームセンター春日井西店　駐車場
1247 （有）ベークショップ　カノウ 愛知県豊川市中央通５－１９
1248 豊川アシュレ店 愛知県豊川市本野町東浦２６　宝くじＢＯＸ
1249 ヨシヅヤ津島本店 愛知県津島市大字津島字北新開３５１番地
1250 株式会社角谷畳店 愛知県碧南市石橋町４丁目８２番地
1251 刈谷ＨＯロッタリーショップ 愛知県刈谷市東境町吉野５５
1252 （有）さくら薬局 愛知県刈谷市桜町２－６１
1253 浄水バローチャンスセンター 愛知県豊田市浄水町豊田浄水特定土地区画整理事業地１１７区画　バロー浄水店
1254 上郷ＳＡ　大黒天宝くじ 愛知県豊田市西田町外林３　上郷サービスエリア内
1255 トヨタ生活協同組合・メグリア本店 愛知県豊田市山之手町８－９２
1256 トヨタ生活協同組合・メグリア藤岡店 愛知県豊田市西中山町道具１０１
1257 豊田元町アピタチャンスセンター 愛知県豊田市土橋町２－６５　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ豊田元町店
1258 高橋イオンチャンスセンター 愛知県豊田市東山町１－５－１　イオン高橋店　オレンジ駐車場前
1259 安城南アピタチャンスセンター 愛知県安城市桜井町貝戸尻６０（区画整理地内）　アピタ安城南正面西入口横
1260 おしろタウンシャオ　インフォメーションカウンター 愛知県西尾市下町御城下２３番地１　おしろタウンシャオ　１Ｆ　インフォメーションカウンター
1261 蒲郡アピタチャンスセンター 愛知県蒲郡市港町１７－１０　アピタ蒲郡店東入口
1262 常滑カインズチャンスセンター 愛知県常滑市虹の丘３－１５２　カインズホーム常滑店　正面
1263 江南西アピタチャンスセンター 愛知県江南市松竹町上野２０５　アピタ江南西店前
1264 小牧ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹチャンスセンター 愛知県小牧市堀の内３－１５　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ小牧店
1265 稲沢アピタチャンスセンター 愛知県稲沢市天池五反田町１　アピタ稲沢店
1266 ふぁすと新城店 愛知県新城市稲木字仲野６９－１
1267 ふぁすと長篠店 愛知県新城市長篠字殿藪５－１
1268 （資）奈良屋商店 愛知県東海市横須賀町三ノ割１０１番地
1269 荒尾アピタチャンスセンター 愛知県東海市荒尾町山王前６０
1270 大府アピタチャンスセンター 愛知県大府市明成町４－１３３　アピタ大府店キャッシュコーナー隣
1271 知多イトーヨーカドーチャンスセンター 愛知県知多市新知東町１－１０－１　イトーヨーカドー知多店正面入口エスカレーター脇
1272 知立アピタチャンスセンター 愛知県知立市長篠町大山１８－１　アピタ知立店食品店入口前
1273 尾張旭イトーヨーカドーチャンスセンター 愛知県尾張旭市南原山町石原１１６－４　イトーヨーカドー尾張旭店正面前
1274 高浜Ｔぽーとチャンスセンター 愛知県高浜市神明町８－２０－１　ＴぽーとＣＤコーナー後方
1275 加登屋 愛知県豊明市三崎町井の花６－１３
1276 ミオ香久山チャンスセンター 愛知県日進市香久山５－１８０１　ミオ香久山ショッピングセンター
1277 田原パオチャンスセンター 愛知県田原市田原町南新地７６－１　ショッピングセンター田原パオ東入口
1278 ヨシヅヤ清洲店 愛知県清須市西市場５－５－３
1279 西枇フランテ館チャンスセンター 愛知県清須市西枇杷島町押花５　西枇杷島フランテ館東入口前
1280 弥富イオンタウンチャンスセンター 愛知県弥富市五明町蒲原１３７１－４　イオンタウン弥富
1281 トヨタ生活協同組合・メグリア三好店 愛知県みよし市ひばりヶ丘２－１－５
1282 三好ベイシアチャンスセンター 愛知県みよし市根浦町４－６－２７　ベイシア三好店正面
1283 大口バローチャンスセンター 愛知県丹羽郡大口町上小口１－７５４　バロー大口店
1284 大治ピアゴチャンスセンター 愛知県海部郡大治町大字花常人見２０　ピアゴ大治店　駐車場敷地内
1285 阿久比アピタチャンスセンター 愛知県知多郡阿久比町椋岡字徳吉１－２　アピタ阿久比店西出入口前
1286 東浦イオンモールチャンスセンター 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２　イオンモール東浦
1287 タックメイト　ふくい店 三重県名張市桔梗が丘１－４－９３
1288 津イオンチャンスセンター 三重県津市桜橋３－４４６　津イオン東口
1289 エフマート北楠店 三重県四日市市楠町北五味塚字不納１９７２－７
1290 日永カヨー四日市 三重県四日市市日永４－２－４１　日永カヨー四日市１階
1291 田中リビング 三重県四日市市青葉町８００－６２
1292 御在所サービスエリア下り線　宝くじ売場 三重県四日市市山之一色町字乱取口１４９１－２　宝くじＢＯＸ
1293 御在所サービスエリア　上り線 三重県四日市市山之一色町１５６９－２
1294 松永たばこ店 三重県伊勢市宮後３丁目４－２５
1295 伊勢ララパークチャンスセンター 三重県伊勢市小木町曽祢５３８　イオンララパーク北出入口横
1296 松阪アドバンスモールチャンスセンター 三重県松阪市田村町２３５－１　松阪アドバンスモール循環バス乗り場横
1297 松阪三雲アピタチャンスセンター 三重県松阪市市場庄町１２６６－１　アピタ松阪三雲店南出口前
1298 Ｉｃｈｉｇｏｋａｎ＋ＰＬＵＳ桑名陽だまり店 三重県桑名市陽だまりの丘２丁目２７０１番
1299 エフマート多度店 三重県桑名市多度町戸津字森下４５１番地１
1300 カミノ商店 三重県桑名市有楽町１８
1301 桑名アピタチャンスセンター 三重県桑名市中央町３－２１　アピタ南口前駐車場
1302 チャンスセンターイオンモール桑名 三重県桑名市新西方１－２２　イオン桑名１番街ガーデンプラザ入口右横
1303 エフマートサーキット通り店 三重県鈴鹿市稲生４丁目１－１
1304 エフマート鈴鹿インター店 三重県鈴鹿市伊船町字東境塚１９５５－１
1305 鈴鹿マックスバリュチャンスセンター 三重県鈴鹿市北玉垣町８０１　マックスバリュ鈴鹿店駐車場
1306 亀山ハイウェイ　オアシス館 三重県亀山市布気町８０１－１　オアシス館１階
1307 上野アピタチャンスセンター 三重県伊賀市服部町１７８８　アピタ伊賀上野店前
1308 多気マックスバリュチャンスセンター 三重県多気郡多気町仁田７５０　マックスバリュ口横
1309 宝くじと写真の店マサキ 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島３４３２
1310 ドリームボックス志賀店 滋賀県大津市和邇南浜１１－１
1311 ドリームボックス唐崎店 滋賀県大津市見世２－１１－３５　フレンドマート唐崎店　駐車場内
1312 イオン大津京チャンスセンター 滋賀県大津市皇子が丘３－１１－１　イオンスタイル大津京店
1313 宝くじ屋さん　イオンタウン彦根店 滋賀県彦根市古沢町字古沢２５５－１　宝くじ屋さんイオンタウン彦根店
1314 南彦根ビバシティチャンスセンター 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３－１　ビバシティ彦根正面入口横
1315 長浜アル・プラザチャンスセンター 滋賀県長浜市小堀町４５０　アル・プラザ長浜店
1316 近江八幡アル・プラザチャンスセンター 滋賀県近江八幡市桜宮町２０２－１　アル・プラザ近江八幡店
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1317 ドリームボックス　エイスクエア店 滋賀県草津市西渋川１－２３－２３　エイスクエア　ＳＡＲＡ棟１階
1318 ドリームボックス南草津店 滋賀県草津市野路１－１３－８
1319 ドリームボックスイオンモール草津店 滋賀県草津市新浜町３００番地　イオンモール草津１階
1320 ｍｏｌｉｖｅ守山宝くじ売場 滋賀県守山市播磨田町１８５－１
1321 宝くじ屋さん　ＰＩＥＲＩ守山店 滋賀県守山市今浜町２６２０－５　宝くじ屋さんＰＩＥＲＩ守山店
1322 栗東チャンスセンター 滋賀県栗東市安養寺１－４０１－１　京都信用金庫栗東支店前
1323 ドリームボックス水口店 滋賀県甲賀市水口町水口６０８４－６
1324 ドリームボックス土山ＳＡ店 滋賀県甲賀市土山町南土山字尾巻甲１１２２－１９
1325 水口平和堂チャンスセンター 滋賀県甲賀市水口町本綾野５６６－１　アル・プラザ水口店正面入口左横
1326 ドリームボックス野洲店 滋賀県野洲市小篠原１０００番地　アル・プラザ野洲　駐車場
1327 宝くじ屋さん　イオン野洲店 滋賀県野洲市乙窪字長繰４８０－１　イオンタウン野洲店　宝くじ売り場
1328 宝くじ屋さん　イオンタウン湖南店 滋賀県湖南市岩根４５８０番地　イオンタウン湖南１Ｆ
1329 新安曇川平和堂チャンスセンター 滋賀県高島市安曇川町西万木５５番地
1330 ドリームボックス日野店 滋賀県蒲生郡日野町松尾８４４－１０　フレンドタウン日野店
1331 ドリームボックス豊郷店 滋賀県犬上郡豊郷町沢２５０－１　アストパワーセンター内
1332 近鉄大久保駅販売所 京都府宇治市広野町西裏８１－２　近鉄大久保駅構内
1333 アルプラザ宇治東販売所 京都府宇治市莵道平町２８－１　アルプラザ宇治東　宝くじ販売所
1334 烏丸鞍馬口宝くじ販売所 京都府京都市北区小山町２２６
1335 高野コジマチャンスセンター 京都府京都市左京区高野東開町１５　コジマ高野店
1336 ゼスト御池チャンスセンター 京都府京都市中京区河原町御池通寺町東入ル　下本能寺前町４９２－１　京都市役所前改札口
1337 京都リサーチパーク前　宝くじ販売所 京都府京都市下京区中堂寺南町１０５　ゴールドハイツ五条１Ｆ
1338 コトチカ京都チャンスセンター 京都府京都市下京区東塩小路町地内　地下鉄京都駅構内（地下鉄京都ｃｃ裏）
1339 コトチカ四条チャンスセンター 京都府京都市下京区二帖半敷町地先　地下鉄四条駅構内　地下鉄四条駅北改札口横
1340 京都フコクビルチャンスセンター 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町１　京都フコク生命四条柳馬場ビル１Ｆ
1341 京都駅ビルチャンスセンター 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町９０１　ＪＲ京都駅ビルインフォメーション
1342 桂南ダイエーチャンスセンター 京都府京都市南区久世上久世町４８５　ダイエー桂南店前
1343 洛南イオンチャンスセンター 京都府京都市南区吉祥院御池町３１　イオン洛南店
1344 ライフ梅津ラッキーステーション 京都府京都市右京区梅津南広町５０－１　ライフ梅津店　ライフ梅津ラッキーステーション
1345 太秦ライフチャンスセンター 京都府京都市右京区太秦安井池田町１８－４　ライフ太秦店前　１階正面入り口脇　駐輪場内
1346 イオンモール京都五条店　宝くじ売場 京都府京都市右京区西院追分町２５－１　
1347 モモテラスチャンスセンター 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２　ＭＯＭＯモモテラス
1348 宝くじ売場　新堀川店 京都府京都市伏見区竹田松林町３６
1349 宝くじ売場　横大路店 京都府京都市伏見区横大路天王前９－１　ロイヤルホームセンター横大路店
1350 醍醐センターチャンスセンター 京都府京都市伏見区醍醐高畑町３０－１－２－４　パセオ・ダイゴロー西館２Ｆ（店内）
1351 山科マツヤチャンスセンター 京都府京都市山科区竹鼻地蔵寺南町９－１　スーパーマツヤ三条店
1352 上桂マツモトチャンスセンター 京都府京都市西京区桂畑ヶ田町６７　スーパーマツモト上桂店前
1353 ＰＬＡＮＴ－３福知山店宝くじ売場 京都府福知山市字多保市小字手次１１５－３　ＰＬＡＮＴ－３福知山店
1354 土手酒店 京都府福知山市東佳屋野町１８７８－２７２　ＤＴ－１ビル１階
1355 福知山イオンチャンスセンター 京都府福知山市岩井７９－８　イオン福知山店
1356 （有）川崎久栄堂 京都府舞鶴市字浜４０１
1357 バザールタウン舞鶴 京都府舞鶴市伊佐津２００－５
1358 東舞鶴エールチャンスセンター 京都府舞鶴市南浜町１２－８　エール東舞鶴店（ラポール）側面駐車場　東舞鶴エールチャンスセンター
1359 バザールタウン綾部アスパ館 京都府綾部市綾中町花ノ木３０
1360 宇治宝くじ会　宇治販売所 京都府宇治市宇治里尻１０－９
1361 コーナンＪＲ宇治駅北店　宝くじ販売所 京都府宇治市宇治樋ノ尻７９－１　ホームセンターコーナン　ＪＲ宇治駅北店
1362 マツヤスーパー伊勢田販売所 京都府宇治市伊勢田町中ノ田５５－３外　マツヤスーパー伊勢田店内
1363 さとう宮津店 京都府宮津市字浜町３０１２
1364 河島煙草店 京都府宮津市字鶴賀２１６３－１１
1365 亀岡アミティチャンスセンター 京都府亀岡市古世町２－４－１　亀岡アミティ前
1366 大久保イズミヤチャンスセンター 京都府城陽市平川室木８５　　イズミヤ大久保店敷地内　大久保イズミヤチャンスセンター
1367 向日マツモトチャンスセンター 京都府向日市森本町高田５－１　スーパーマツモト向日店
1368 長岡イズミヤチャンスセンター 京都府長岡京市開田４－７－１　イズミヤ長岡店
1369 ホームセンタームサシ京都八幡店 京都府八幡市欽明台北３－１
1370 八幡イズミヤチャンスセンター 京都府八幡市八幡一ノ坪２３－１　イズミヤ八幡店
1371 イオン高の原チャンスセンター 京都府木津川市相楽台１－１　イオンモール高の原
1372 ドリームスクウェア都島 大阪府大阪市都島区都島本通２－１４－９ファブールマルオカ１階
1373 ドリームスクウェア京橋モール 大阪府大阪市都島区東野田町２丁目１－３８　京阪モール１階
1374 チャンススポット都島 大阪府大阪市都島区善源寺町１－５－３９
1375 野江内代宝くじチャンスセンター 大阪府大阪市都島区内代町２－６－２３　国道筋商店会の中
1376 ＪＲ野田駅前売場 大阪府大阪市福島区吉野３－７－９　ＮＢＭビル
1377 大開夢売場 大阪府大阪市福島区大開４丁目１－７８　ホームセンターコーナン福島大開内
1378 福島夢売場 大阪府大阪市福島区福島７丁目１１番地内
1379 阪神福島チャンスセンター 大阪府大阪市福島区福島５－１２－２３　阪神福島駅前マクドナルド南
1380 ドリームスクウェア千鳥橋 大阪府大阪市此花区四貫島１丁目５番２号
1381 ドリームスクウェア九条 大阪府大阪市西区境川１－５－３４
1382 キャビン西区本店 大阪府大阪市西区阿波座１－５－１６　丸栄西本町１Ｆ
1383 ドリームスクウェアＪＲ弁天町 大阪府大阪市港区波除３－１１－６　ＪＲ大阪環状線　弁天町駅構内
1384 チケット屋 大阪府大阪市港区弁天１－２－２－２００　ベイタワーウエスト２Ｆ
1385 スーパーはやし泉尾店宝くじ売場 大阪府大阪市大正区泉尾３－１２－２
1386 パウ上本町チャンスセンター宝くじ 大阪府大阪市天王寺区上之宮町１－２４　ドンキホーテ　パウ　上本町店　１階入り口付近
1387 ドリームスクウェア寺田町 大阪府大阪市天王寺区大道４－１０－１０
1388 ＪＲ天王寺 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－４５
1389 味原チャンスセンター 大阪府大阪市天王寺区味原町１５－２
1390 あべちか宝くじ店 大阪府大阪市天王寺区堀越町アベノ地下街３号
1391 近鉄上本町駅構内売場 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５　近鉄上本町駅構内
1392 キャビン玉造店 大阪府大阪市天王寺区玉造元町１１－２０　デイリーカナートイズミヤ玉造店前宝くじ売場
1393 ライフ下寺ラッキーステーション 大阪府大阪市浪速区下寺２－８－１２　ライフ下寺店前　宝くじＢＯＸ
1394 難波オーキャットチャンスセンター 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目４番１号　ＯＣＡＴビル１階
1395 キャビン木津店 大阪府大阪市浪速区敷津東２－２－８　木津市場内
1396 大和田ラッキーセンター 大阪府大阪市西淀川区大和田２丁目２－４３　メラード大和田店
1397 姫里宝くじチャンスセンター 大阪府大阪市西淀川区姫里２－２－２７　１階
1398 阪神ドリームプラザ姫島店 大阪府大阪市西淀川区姫里１－２６－１７
1399 チャンススポット淡路駅前 大阪府大阪市東淀川区淡路４丁目８－１２
1400 チャンススポット東淡路 大阪府大阪市東淀川区東淡路２丁目１５－１０ＦＪＳビル
1401 菅原夢売場 大阪府大阪市東淀川区菅原２－２－１１４　ホームセンターコーナン東淀川菅原店内
1402 上新庄瑞光チャンスセンター 大阪府大阪市東淀川区小松１－６－１　内環状線沿い（関西スーパー駐輪場）
1403 緑橋ラッキーステーション 大阪府大阪市東成区中本１－５－２９　サンシャインエノキ森之宮ビル１Ｆ
1404 北巽ラッキーステーション 大阪府大阪市生野区巽中１－２４－１４　ドコモショップ隣
1405 キャビン大池橋店 大阪府大阪市生野区中川６－１０－１３　秋山ビル
1406 コノミヤ赤川店　宝くじ売場 大阪府大阪市旭区赤川２丁目３－２
1407 千林大宮ドリームセンター 大阪府大阪市旭区大宮２－２７－２２　サウザンドフォレスト高橋
1408 関西スーパー古市店　宝くじ売場 大阪府大阪市城東区古市１丁目１０－１
1409 蒲生４宝くじ売場 大阪府大阪市城東区蒲生４－２２－４
1410 コノミヤ鴫野西店前宝くじ売場 大阪府大阪市城東区鴫野西４－１０－１４
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1411 緑橋宝くじチャンスセンター 大阪府大阪市城東区中浜２－１８－２　グリンピア高橋
1412 ドリームスクウェア昭和町 大阪府大阪市阿倍野区昭和町２－１－２６　新栄プロパティ昭和町
1413 きんえいアポロビル　地下２階　宝くじ売店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３１　きんえいアポロビル地下２階インフォメーション
1414 宝くじ売店　あべのハルカス店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　あべのハルカスＢ１階
1415 西田辺宝くじチャンスセンター 大阪府大阪市阿倍野区西田辺１－１－４　末森ビル
1416 阪堺住吉公園駅店 大阪府大阪市住吉区長峡町３丁目５番　阪堺住吉公園駅構内
1417 千躰宝くじチャンスセンター 大阪府大阪市住吉区南住吉１－２２－２１　Ｎパーク・アベニュー高橋
1418 あびこ町宝くじチャンスセンター 大阪府大阪市住吉区我孫子３－９－１３　北野ビル
1419 長居チャンスセンター 大阪府大阪市住吉区長居２－８－１８
1420 ドリームスクウェア駒川 大阪府大阪市東住吉区駒川５－２３－３３
1421 まつや商店 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田１－２９－５
1422 北田辺チャンスセンター 大阪府大阪市東住吉区北田辺４－２４－１
1423 南海天下茶屋駅店 大阪府大阪市西成区岸里１丁目１番９号　南海天下茶屋駅１階
1424 花園宝くじチャンスセンター 大阪府大阪市西成区花園南１－２－１０　貝原ビル１階
1425 玉出中チャンスセンター 大阪府大阪市西成区玉出中２－１６－９
1426 津守夢売場 大阪府大阪市西成区南津守６－１－７５　ホームセンターコーナン南津守内
1427 グルメシティ東三国店前宝くじ売場 大阪府大阪市淀川区東三国３－１０－３
1428 阪神ドリームプラザ三国店 大阪府大阪市淀川区三国本町３－３７－１　阪急三国駅二階
1429 ライフ三津屋ラッキーステーション 大阪府大阪市淀川区三津屋中３－８－３８　ライフ三津屋店前　宝くじＢＯＸ
1430 新大阪コーナンチャンスセンター 大阪府大阪市淀川区西宮原２－２－１７　ホームセンターコーナン新大阪センイシティー店　北東側出入口そば
1431 十三チャンスセンター 大阪府大阪市淀川区十三本町１－１１－３　十三フレンドリー商店街　中央位置
1432 放出宝くじチャンスセンター 大阪府大阪市鶴見区放出東３－８－１７　松河ビル
1433 ドリームスクウェア　オスカードリーム 大阪府大阪市住之江区新北島１－２－１
1434 加賀屋宝くじチャンスセンター 大阪府大阪市住之江区東加賀屋３－１５－２１　タカハシビル
1435 瓜破夢売場 大阪府大阪市平野区瓜破４丁目２－８　ホームセンターコーナン平野瓜破店内
1436 長吉イオンチャンスセンター 大阪府大阪市平野区長吉長原西１－１－１０　イオン長吉店
1437 平野駅前チャンスセンター 大阪府大阪市平野区平野北１－８－２　イオンタウン平野　１階平面駐車場側店頭
1438 ＪＲ大阪宝くじ１号 大阪府大阪市北区梅田３－１－１　大阪駅構内御堂筋口
1439 大阪宝くじ３号 大阪府大阪市北区梅田３－１－１　大阪駅構内エキマルシェ大阪
1440 ドリームスクウェア天神橋店 大阪府大阪市北区天神橋３丁目３－１８
1441 ドリームスクウェア天二 大阪府大阪市北区天神橋２－２－２８
1442 ドリームスクウェア西梅田 大阪府大阪市北区梅田２－２－２５　地下鉄四つ橋線西梅田駅構内
1443 夢ステーションうめだ中央店 大阪府大阪市北区曽根崎２　梅田地下街５－２号
1444 夢ステーションうめだ北店 大阪府大阪市北区角田町梅田地下街２－８
1445 第２ビルラッキーセンター 大阪府大阪市北区梅田１－２－２－１００　大阪駅前第２ビル１Ｆ
1446 第４ビル地下チャンスセンター 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１－４　大阪駅前第４ビルＢ１－３６
1447 毎日ラッキースポット堂島店 大阪府大阪市北区堂島１丁目堂島地下街９号　毎日ラッキースポット宝くじ売場
1448 阪神ドリームプラザ梅田店 大阪府大阪市北区梅田３丁目大阪駅前地下街７号　阪神電鉄梅田駅西改札横
1449 阪神ドリームプラザ梅田サン広場店 大阪府大阪市北区角田町８－４７
1450 第三宝島 大阪府大阪市北区梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ１－５
1451 ディアモールチャンスセンター 大阪府大阪市北区梅田１丁目　大阪駅前ダイヤモンド地下街１号　店舗番号４２００
1452 ライフ本庄ラッキーステーション 大阪府大阪市北区本庄東２－３－３５　ライフ本庄店１Ｆ　前
1453 天六チャンスセンター 大阪府大阪市北区天神橋６－６－８　天六商店街内
1454 チケットキャビン南森町店 大阪府大阪市北区南森町２丁目２－７　シティコーポ南森町１０１
1455 ドリームスクウェア長堀橋 大阪府大阪市中央区島之内１－２１－１９　オリエンタル堺筋ビル
1456 南海なんば駅１階店 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号　南海なんば駅１階北口
1457 甲南チケット　御堂筋本町ビル店 大阪府大阪市中央区本町３－５－７御堂筋本町ビルＢ１
1458 ドリームスクウェア天満橋 大阪府大阪市中央区天満橋京町１－１　パナンテ京阪天満橋内　コンビニ南口横
1459 ドリームスクウェア瓦町 大阪府大阪市中央区瓦町２－２－１２
1460 ドリームスクウェア平野町 大阪府大阪市中央区平野町４－６－１２
1461 夢ステーション　なんばウォーク東店 大阪府大阪市中央区千日前１丁目　虹のまち５－８
1462 夢ステーションなんなんタウン店 大阪府大阪市中央区難波５丁目なんなんタウン６号
1463 夢ステーションなんばウォーク中央店 大阪府大阪市中央区難波１丁目　虹のまち３－１号　なんばウォーク２番街
1464 南海なんば駅２階店 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号　南海なんば駅２階中央出口
1465 南海なんば駅西口店 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号　南海なんば駅西出口
1466 チャンススポット空堀 大阪府大阪市中央区谷町７丁目２－２　大福ビル１Ｆ
1467 千日前エスカールチャンスセンター 大阪府大阪市中央区千日前２－１０－１　ビッグカメラ難波店１Ｆ
1468 キャビン北浜店 大阪府大阪市中央区北浜２－３－１３　武田グリーンビル　１Ｆ
1469 キャビンクリスタ長堀店 大阪府大阪市中央区南船場２丁目長堀地下街１号５番　クリスタ長堀
1470 堺チャンスセンター 大阪府堺市堺区戎島町２－６３－１　ココカラファイン堺駅前店
1471 イオンモール堺鉄砲町宝くじ売場 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地　イオンモール堺鉄砲町　１階
1472 ドリームスクウェアＪＲ堺市 大阪府堺市堺区東雲西町１－１　ＪＲ阪和線　堺市駅構内
1473 ライフ石津ラッキーステーション 大阪府堺市堺区石津北町９０－１　ライフ石津店前　宝くじ売場
1474 堺東第二チャンスセンター 大阪府堺市堺区中瓦町２－３－１７　堺東駅前バス停前
1475 宝泉商事株式会社　泉北店 大阪府堺市中区小阪２７０
1476 深井プラザ宝くじ売場 大阪府堺市中区深井沢町３２９０　深井プラザ１階
1477 深阪チャンスセンター 大阪府堺市中区伏尾３５６－２
1478 津久野宝くじチャンスセンター 大阪府堺市西区津久野１－１－１
1479 ドリームスクウェアＪＲ鳳 大阪府堺市西区鳳東町１丁１２５
1480 泉ヶ丘宝くじ売場 大阪府堺市南区竹城台１－１－１　泉ケ丘駅
1481 光明池サービスコーナー 大阪府堺市南区新檜尾台２－１－１光明池駅内
1482 パンジョ宝くじ売場 大阪府堺市南区茶山台１－３－１　パンジョ本館２階
1483 宝泉商事株式会社　原山台店 大阪府堺市南区原山台５丁４５６－６７
1484 栂美木多宝くじ売場 大阪府堺市南区桃山台２－１　泉北高速鉄道栂美木多駅改札前
1485 チャンスセンター堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２　イオンモール堺北花田店内
1486 コーナン三国ヶ丘　宝くじ売場 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町１－２５－１　ホームセンターコーナン堺三国ヶ丘店　１階
1487 なかもずチャンスセンター 大阪府堺市北区長曽根町３０８１－１７　エディオンなかもず店　駐輪場
1488 美原チャンスセンター 大阪府堺市美原区大饗１４５－１
1489 ビバモール美原南インターチャンスセンタ－ 大阪府堺市美原区黒山１００８　ビバモール美原南インター
1490 ららぽーと堺　宝くじ売場 大阪府堺市美原区黒山２２番１　ららぽーと堺１階（１１２１２区画）
1491 磯ノ上チャンスセンター 大阪府岸和田市磯上町４－７－７
1492 東岸和田宝くじチャンスセンター 大阪府岸和田市土生町４０７０
1493 千里中央南Ｃ・Ｃ 大阪府豊中市新千里東町１丁目３番１１３－９
1494 岡町Ｃ・Ｃ 大阪府豊中市中桜塚２丁目２７－３
1495 チャンススポット庄内 大阪府豊中市庄内東町１丁目９－２２
1496 チャンススポット庄内ウエスト 大阪府豊中市庄内西町３－１９－２４
1497 チャンススポット豊中 大阪府豊中市本町１丁目１０－１　豊中第一ビル１０３号
1498 服部チャンスセンター 大阪府豊中市服部元町１－９－１７　阪急宝塚線服部天神駅前ショッピングセンター前
1499 池田サンシティチャンスセンター 大阪府池田市呉服町１－１　阪急池田駅前サンシティ池田Ａ－１－１３８－１
1500 関西スーパー佐井寺店　宝くじ売り場 大阪府吹田市佐井寺南ヶ丘１７－１
1501 フレンドマート岸辺店　宝くじ売場 大阪府吹田市岸部南１－１３－１　フレンドマート岸辺店内宝くじ売場
1502 チャンススポット千里丘 大阪府吹田市千里丘北２－２０　マックスバリュー内
1503 吹田さんくすチャンスセンター 大阪府吹田市朝日町２　さんくす２番館１Ｆ
1504 南千里チャンスセンター 大阪府吹田市津雲台１－１－３０　トナリエ南千里内　阪急南千里駅前「トナリエ南千里」入口



2022年12月26日時点

※注意事項※
・「くじケース」は、くじ売り場限定での配布です。
・くじ売り場のうち一部店舗での配布であり、全店ではありません。
・店舗によって在庫数が異なりますので、ご了承ください。
・店舗の在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

No. 店舗名 住所

「くじケース」配布店舗一覧

1505 北千里駅前チャンスセンター 大阪府吹田市古江台４－１１９　阪急北千里駅構内
1506 千里丘イズミヤチャンスセンター 大阪府吹田市山田南１－１　イズミヤ千里丘店店頭
1507 泉大津オークワチャンスセンター 大阪府泉大津市春日町５３　オークワ泉大津店
1508 カナートモール和泉府中チャンスセンター 大阪府泉大津市東豊中町１－５－１　カナートモール和泉府中駐輪場前
1509 コーナン高槻城西　宝くじ売場 大阪府高槻市城西町６－２８　ホームセンターコーナン高槻城西店　１階
1510 コーナン高槻上牧店　宝くじ売場 大阪府高槻市上牧南駅前町１２５番地
1511 冨田丘チャンスセンター 大阪府高槻市富田丘町１３－７
1512 チャンススポット摂津富田 大阪府高槻市大畑町３－７
1513 チャンススポットＡＣＴ高槻 大阪府高槻市芥川町１丁目２　アクトアモーレＣ－１０４
1514 高槻グリーンプラザチャンスセンター 大阪府高槻市紺屋町３－１　ＪＲ高槻駅南側グリーンプラザ３号館入口横
1515 高槻西冠チャンスセンター 大阪府高槻市西冠３－２９－７　関西スーパー西冠店駐輪場内
1516 高槻カインズチャンスセンター 大阪府高槻市大塚町１－９－３　カインズモール高槻店　正面入口横
1517 コープ貝塚チャンスセンター 大阪府貝塚市津田北町２８－１
1518 ジャガーラッキーステーション２号店 大阪府守口市佐太東町２－９－１０　ジャガーセントラルビル１Ｆ　正面入り口
1519 ドリームスクウェアくずはモール 大阪府枚方市楠葉花園町１５－１　ＫＵＺＵＨＡ　ＭＡＬＬ本館１階　第１９０号区画
1520 京阪枚方公園駅　宝くじ売場 大阪府枚方市伊加賀東町３－８　京阪枚方公園駅　宝くじ売場
1521 京阪牧野駅前宝くじ売場 大阪府枚方市牧野阪２－７－３０
1522 イエローハット　長尾店 大阪府枚方市長尾谷町２丁目１３番地１１
1523 枚方アルプラザチャンスセンター 大阪府枚方市津田元町１－４－１　アル・プラザ枚方店
1524 枚方ロイヤルホームセンターチャンスセンター 大阪府枚方市春日西町２－２－１　ロイヤルホームセンター枚方店
1525 枚方ビオルネチャンスセンター 大阪府枚方市岡本町７－１－１１８　枚方ビオルネ入口横
1526 ドリームスクウェア京阪枚方市駅 大阪府枚方市岡東町１９－１４　京阪枚方市駅構内
1527 阪急茨木駅前宝くじ売場 大阪府茨木市永代町５番１１３号　ソシオ１　１Ｆ
1528 チャンススポット総持寺 大阪府茨木市中総持寺町９－３
1529 茨木アルプラザチャンスセンター 大阪府茨木市上郡２－１２－８　アル・プラザ茨木店　店頭
1530 宝くじの宝友　アクロスプラザ八尾店 大阪府八尾市都塚４丁目４５番１　アクロスプラザ八尾　Ａ棟－２
1531 アリオ八尾チャンスセンター 大阪府八尾市光町２－３　アリオ八尾店　店頭
1532 八尾イズミヤチャンスセンター 大阪府八尾市沼１－１　イズミヤ八尾店専門店棟
1533 日根野イオンチャンスセンター 大阪府泉佐野市日根野２４９６－１　イオン日根野店正面入口右横
1534 泉佐野チャンスセンター 大阪府泉佐野市下瓦屋２－２－７７　いこらも～る泉佐野内
1535 エコール・ロゼチャンスセンター 大阪府富田林市向陽台３－１　エコール・ロゼ前
1536 富田林コノミヤチャンスセンター 大阪府富田林市昭和町１－７－１　コノミヤ富田林店　店舗前
1537 京阪寝屋川市駅前西店宝くじ売場 大阪府寝屋川市八坂町１６－１５　白鳳ビル
1538 京阪寝屋川市駅前東店宝くじ売場 大阪府寝屋川市早子町２３－２　アドバンス寝屋川２号館
1539 京阪アルプラザ香里園宝くじ売場 大阪府寝屋川市日新町５－５アルプラザ香里園１Ｆ
1540 京阪萱島宝くじ売場 大阪府寝屋川市萱島本町５－１４
1541 大塚酒店 大阪府寝屋川市下神田町３１－１３
1542 河内長野オークワチャンスセンター 大阪府河内長野市上原町８９５－１　オークワ河内長野店店頭
1543 天美我堂チャンスセンター 大阪府松原市北新町５－１０１
1544 松原イズミヤチャンスセンター 大阪府松原市上田６－４－８　スーパーイズミヤ松原店内　入口横
1545 エコールいずみ宝くじ売場 大阪府和泉市いぶき野５－１－１１　エコールいずみ本館１階
1546 和泉中央宝くじ売場 大阪府和泉市いぶき野５－１－１　泉北高速鉄道　和泉中央駅ビル内
1547 ららぽーと和泉宝くじ売場 大阪府和泉市あゆみ野４－４－７　ららぽーと和泉２Ｆ
1548 和泉小田オークワチャンスセンター 大阪府和泉市小田町３－１０－１　オークワ和泉小田店
1549 箕面ラッキーステーション 大阪府箕面市箕面６－２　箕面サンプラザ２号館１Ｆ
1550 みのおキューズモールチャンスセンター 大阪府箕面市西宿１－１２－８　みのおキューズモールＥＡＳＴ－２階
1551 キャビン向野店 大阪府羽曳野市向野３－２３０　スーパーサンプラザ埴生店前　宝くじ売場
1552 キャビン古市南店 大阪府羽曳野市西浦１５９１　スーパーサンプラザ古市南店前　宝くじ売場
1553 フレスポ門真南店宝くじ売場 大阪府門真市三ツ島２２６２番
1554 ドリームスクウェア　古川橋 大阪府門真市垣内町１－２０
1555 門真チャンスセンター 大阪府門真市新橋町３－３－１１３　京阪門真駅前門真プラザ入口
1556 摂津ラッキーステーション 大阪府摂津市東一津屋４－１０　アトリウム南摂津１Ｆ
1557 高石駅前チャンスセンター 大阪府高石市綾園１－９－１　南海本線高石駅前アプラ高石１Ｆ
1558 藤井寺チャンスセンター 大阪府藤井寺市岡１－４－１８　メガネの愛眼　藤井寺店　駐車場の隅
1559 フレスポ長田店宝くじ売場 大阪府東大阪市長田中２丁目５－２３
1560 布施駅前北口宝くじ売場 大阪府東大阪市足代新町３－１７　ブランドーリ　一番街中央　宝くじ売場
1561 弥刀ラッキーセンター 大阪府東大阪市友井３－８－２　スーパーコノミヤ　入り口横宝くじＢＯＸ
1562 俊徳道チャンスセンター 大阪府東大阪市横沼町３－２－７
1563 渋川チャンスセンター 大阪府東大阪市渋川町３－９－２５
1564 菱江夢売場 大阪府東大阪市菱江３３９－１　ホームセンターコーナン東大阪菱江店内
1565 石切夢売場 大阪府東大阪市弥生町１６－２　ホームセンターコーナン外環新石切店内
1566 新石切夢売場 大阪府東大阪市弥生町１４１５－１　新石切プラザ内
1567 フレスポ東大阪チャンスセンター 大阪府東大阪市稲田新町３－９－６４　フレスポ東大阪１Ｆメイン通路奥
1568 布施ポッポアベニューチャンスセンター 大阪府東大阪市長堂３－１－１－２４　近鉄奈良線布施駅高架下ポッポアベニュー商店街２４
1569 泉南イオンチャンスセンター 大阪府泉南市りんくう南浜３－１２　イオンモールりんくう泉南店前
1570 京阪ＪＲ忍ケ丘駅前宝くじ売場 大阪府四條畷市岡山東１－１０－６
1571 チャンスセンターイオンモール四條畷 大阪府四條畷市砂４－３－２　１０３４－ｂ　モール内１階中央北側入り口付近
1572 フレンドタウン交野宝くじ売場 大阪府交野市星田北２－２６－１　フレンドタウン交野店
1573 わくわくＣＩＴＹ尾崎チャンスセンター 大阪府阪南市下出１６７－１　わくわくシティ尾崎店前
1574 塚口サンサンタウン店 兵庫県尼崎市南塚口町２－１－２
1575 武庫之荘ラッキーステーション 兵庫県尼崎市南武庫之荘１－１９　有恒ビル１Ｆ　ダイソー下
1576 リバーシティチャンスセンター 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０　イオンモール姫路リバーシティ内
1577 チケットサービス 兵庫県神戸市東灘区森南町１－１６－６
1578 阪神御影チャンスセンター 兵庫県神戸市東灘区御影本町４－７－１５　阪神御影駅南側
1579 阪神ドリームプラザ岩屋店 兵庫県神戸市灘区岩屋北町４－１－３
1580 六甲フォレスタチャンスセンター 兵庫県神戸市灘区永手町４－２－１　フォレスタ０４５号
1581 パークタウンサービスコーナー 兵庫県神戸市兵庫区荒田町１－２０－１
1582 ドリームスクウェアＪＲ兵庫 兵庫県神戸市兵庫区駅南通５－３－７　ＪＲ神戸線　兵庫駅構内
1583 板宿宝くじ売場 兵庫県神戸市須磨区平田町３－４　ローソン＋フレンズ山陽板宿駅店　横　宝くじ売場
1584 山陽板宿駅南店 兵庫県神戸市須磨区大黒町３－４－１３
1585 山陽垂水宝くじ売場 兵庫県神戸市垂水区神田町１－２０　山陽垂水駅構内
1586 イオンモール神戸北　宝くじプラザ 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１　イオンモール神戸北１階
1587 宝くじプラザ　鹿の子台店 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町８丁目３番　マックスバリュ鹿の子台店横
1588 藤原台チャンスセンター 兵庫県神戸市北区藤原台中町１－２－２　エコールリラ３６７号　エコール・リラ内宝くじ売場
1589 甲南チケット　三宮ダイエー店 兵庫県神戸市中央区雲井通６－１－１５サンシティ１１１号
1590 ドリームスクウェアＪＲ三ノ宮 兵庫県神戸市中央区布引町４－１－１　ＪＲ神戸線　三ノ宮駅構内
1591 ひまわりＳｔｏｒｅ　デュオこうべ店 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目２番３号　デュオこうべ浜の手内
1592 ひまわりｓｔｏｒｅ　交通センタービル店 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目１０番１号　神戸交通センタービル１階宝くじ売場
1593 センタープラザ店 兵庫県神戸市中央区三宮町１－８－１　さんプラザ１Ｆ　１２２号
1594 ＪＲ元町駅東口前穴門筋店 兵庫県神戸市中央区元町通１丁目１１－１３
1595 コープ神戸西チャンスセンター 兵庫県神戸市西区池上３－３－１　コープデイズ神戸西店前
1596 神戸玉津イズミヤチャンスセンター 兵庫県神戸市西区森友３－７－３　イズミヤ神戸玉津店
1597 ホームセンタームサシ姫路店 兵庫県姫路市広畑区夢前町３－１－７
1598 姫路大津イオンチャンスセンター 兵庫県姫路市大津区大津町２－５　イオンモール姫路大津内
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1599 山陽姫路宝くじ売場 兵庫県姫路市南町１　山陽電鉄姫路駅構内改札横
1600 七福センター　姫路駅南店 兵庫県姫路市南駅前町１２５　ピオレ姫路　宝くじ売場　駅南店
1601 イオンタウン姫路店 兵庫県姫路市延末４３５－３　イオンタウン姫路店１Ｆ
1602 ハローズ夢前台店宝くじ売場 兵庫県姫路市上手野３１０番地８　駐車場内　宝くじ売場
1603 姫路駅前通チャンスセンター 兵庫県姫路市駅前町２４７　新御幸苑ビル１階
1604 砥堀アグロチャンスセンター 兵庫県姫路市砥堀７３３　アグロガーデン砥堀店
1605 コーナン杭瀬　宝くじ売場 兵庫県尼崎市梶ヶ島１９－１　コーナン・ＰＲＯセンター杭瀬店　１階
1606 阪神ドリームプラザ尼崎店 兵庫県尼崎市神田中通１－２－１
1607 アマ・ドゥチャンスセンター 兵庫県尼崎市道意町７－１　ショッピングセンターアマドゥ南側通路中央
1608 つかしんチャンスセンター 兵庫県尼崎市塚口本町４－８－１　つかしんひがしまち南館１Ｆ
1609 あまがさきキューズモールチャンスセンター 兵庫県尼崎市潮江１－３－１　ＪＲ尼崎駅北口あまがさきキューズモール本館１Ｆ
1610 山陽明石売店 兵庫県明石市大明石町１丁目４－１　グルメファクトリー
1611 ラ・ムー明石南宝くじセンター 兵庫県明石市魚住町中尾５０８番地
1612 明石イトーヨーカドーチャンスセンター 兵庫県明石市二見町西二見駅前１－１８　イトーヨーカドー明石店
1613 明石イオンチャンスセンター 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通３－３－１　イオン明石店三番街１Ｆ
1614 京阪アクタ西宮西館宝くじ売場 兵庫県西宮市北口町１－２　アクタ西宮西館
1615 Ｂａｃｃｈｕｓ　ＦＵＫＵＩ　福井商店 兵庫県西宮市石刎町３－１８
1616 阪神ドリームプラザ西宮店 兵庫県西宮市田中町１－１６　阪神電鉄西宮駅戎改札横
1617 阪神ドリームプラザ西宮ガーデンズ店 兵庫県西宮市高松町１４－２
1618 今津夢売場 兵庫県西宮市今津出在家町１０番６８号　ホームセンターコーナン今津２号館　駐車場内
1619 ライフ浜甲子園ラッキーステーション 兵庫県西宮市甲子園９－１１－６２　ライフ浜甲子園店前
1620 洲本イオンチャンスセンター 兵庫県洲本市塩屋１－１－８　イオン洲本店入口
1621 伊丹たばこセンター清水 兵庫県伊丹市中央４－２－３
1622 チャンスセンターイオンモール伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木１－１－１　イオンモール伊丹店１階入口横
1623 昆陽里イズミヤチャンスセンター 兵庫県伊丹市池尻１－１　イズミヤ昆陽店店頭
1624 マックスバリュ相生南店 兵庫県相生市那波南本町８番８号
1625 さとう豊岡店 兵庫県豊岡市大手町４－５
1626 大浦商店 兵庫県加古川市平岡町新在家２－２６４－２　
1627 ラ・ムー加古川宝くじセンター 兵庫県加古川市尾上町池田８５０－２３
1628 加古川イトーヨーカドーチャンスセンター 兵庫県加古川市別府町緑町２－１　イトーヨーカドー加古川店
1629 水足イオンチャンスセンター 兵庫県加古川市野口町水足３３３－３３　マックスバリュ水足店
1630 赤穂イオンチャンスセンター 兵庫県赤穂市中広字別所５５－３　イオン赤穂店前
1631 西脇宝くじセンター 兵庫県西脇市上野字芝添３６９
1632 三木青山イオンチャンスセンター 兵庫県三木市志染町青山６－８－１　三木青山イオン前
1633 宮先酒店 兵庫県高砂市高砂町浜田町２－３－１２
1634 高砂イオンチャンスセンター 兵庫県高砂市緑丘２－１－４０　イオン高砂店
1635 川西西友チャンスセンター 兵庫県川西市栄町１６－８　西友川西店前
1636 小野イオンチャンスセンター 兵庫県小野市王子町８６８－１　小野イオン店駐車場前　
1637 えるむプラザ宝くじセンター 兵庫県三田市すずかけ台２－３－１えるむプラザ１階
1638 イオン三田ウッディタウン宝くじセンター 兵庫県三田市けやき台１－６－２　１階
1639 フラワータウン宝くじセンター 兵庫県三田市弥生が丘１－１－１　フローラ８８　２階
1640 加西北条イオンチャンスセンター 兵庫県加西市北条町北条３０８－１　イオンモール加西北条　北側
1641 バザールタウン篠山ＮＥＷＳ館 兵庫県丹波篠山市杉２６５－１
1642 宝くじプラザ篠山店 兵庫県丹波篠山市東岡屋字桑ノ木ノ坪１４１　宝くじボックス
1643 コモーレ宝くじプラザ 兵庫県丹波市柏原町母坪３３５－１　コモーレ丹波の森ショッピングタウン
1644 ビッグ氷上宝くじプラザ 兵庫県丹波市氷上町石生１７８３－６　ザ・ビッグエクストラ氷上店
1645 ゆめタウン宝くじセンター 兵庫県丹波市氷上町本郷３００　ゆめタウンショッピングセンター　１Ｆ
1646 南淡路イオンチャンスセンター 兵庫県南あわじ市賀集八幡北字東内３７８－１　イオン南淡路店駐車場内
1647 和田山イオンチャンスセンター 兵庫県朝来市和田山町枚田岡７７４　イオン和田山店前
1648 淡路イオンチャンスセンター 兵庫県淡路市志筑新島１０－３　淡路イオン正面入口
1649 イオン山崎店 兵庫県宍粟市山崎町中井１０　イオン山崎店　東入口前
1650 宝くじショップ滝野店 兵庫県加東市上滝野２３４
1651 社イオンチャンスセンター 兵庫県加東市社１１２６－１　イオン社店前
1652 龍野アグロチャンスセンター 兵庫県たつの市龍野町富永１００５－６４　アグロガーデン第一駐車場内
1653 宝くじショップ中町店 兵庫県多可郡多可町中区坂本１２０－１キリン堂中町店店頭
1654 福崎ライフチャンスセンター 兵庫県神崎郡福崎町西田原１７０６　ライフ福崎店西出入口横
1655 株式会社うかいや　宝くじ太子店 兵庫県揖保郡太子町東出字柴田２６２－１　マックスバリュイオンタウン太子店　駐車場内
1656 マックスバリュ太子南店 兵庫県揖保郡太子町蓮常寺字豆田２８１－２
1657 宝くじ売場　押熊店 奈良県奈良市押熊町８７１－１
1658 宝くじ売場　柏木店 奈良県奈良市大安寺町５２５－１
1659 宝くじ売場　イオンタウン富雄南店 奈良県奈良市石木町１００－１
1660 小西通まあろービルチャンスセンター 奈良県奈良市角振町２８　小西通商店街
1661 大安寺イオンチャンスセンター 奈良県奈良市南京終町１－１２８－１　ザ・ビッグエクストラ大安寺店
1662 チャンスセンターイオンモール大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町７４１－１５９　イオンモール大和郡山店内
1663 天理イオンチャンスセンター 奈良県天理市東井戸堂町３８１　イオンスーパーセンター天理店前
1664 桜井オークワチャンスセンター 奈良県桜井市粟殿７０　オークワ桜井店
1665 たばこセンター米田 奈良県御所市大広町２９８　たばこセンター米田店舗内
1666 御所オークワチャンスセンター 奈良県御所市室１１８５－２　スーパーセンターオークワ御所店内
1667 ブルーレース（近鉄百貨店生駒専門店２Ｆ） 奈良県生駒市谷田町１６００　アントレ生駒専門店２Ｆ
1668 スーパーいそかわ　新生駒店　宝くじ売場 奈良県生駒市小明町１０３１　スーパーいそかわ新生駒店　宝くじ売場
1669 登美ヶ丘イオンチャンスセンター 奈良県生駒市鹿畑町３０２７　イオンモール奈良登美ヶ丘
1670 エコールマミ宝くじ売場 奈良県香芝市真美ヶ丘６丁目１０番　エコールマミ新南館
1671 宝島香芝ビッグ店 奈良県香芝市畑２丁目１５２８番　イオンビッグ香芝ショッピングセンター内　宝くじ売場
1672 香芝チャンスセンター 奈良県香芝市磯壁３－４０－１　近商ストア香芝店
1673 東室食堂街宝くじ売場 奈良県葛城市東室１４９－１東室食堂街宝くじ売場
1674 オークワ田原本インターチャンスセンター 奈良県磯城郡田原本町十六面７１－１　スーパーセンターオークワ田原本インター店
1675 西大和ラスパチャンスセンター 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台１－１－１　ラスパ西大和店　正面入口
1676 広陵イズミヤチャンスセンター 奈良県北葛城郡広陵町大字安部４５０－１　イズミヤスーパーセンター広陵店内
1677 和歌山セントラルシティチャンスセンター 和歌山県和歌山市小雑賀８０５番１　セントラルシティ和歌山（スーパーセンターオークワ東側入口付近）
1678 チャンスセンターイオンモール和歌山 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３－１
1679 和歌山元寺町チャンスセンター 和歌山県和歌山市元寺町５－５５　カウボーイ家族北側５０ｍ
1680 和歌山駅前チャンスセンター 和歌山県和歌山市友田町５－４５－２　ホテルグランヴィア和歌山西側　宝くじ売場
1681 和歌山イズミヤチャンスセンター 和歌山県和歌山市新生町７－２０　イズミヤ和歌山店　正面入口横
1682 海南幡川オークワチャンスセンター 和歌山県海南市幡川下九条１０５　オークワ海南幡川店
1683 ワールドハシモト店　宝くじ売場 和歌山県橋本市隅田町河瀬４２９
1684 高野口オークワチャンスセンター 和歌山県橋本市高野口町伏原１３９－１　オークワ高野口店　東側入口横
1685 箕島オークワチャンスセンター 和歌山県有田市新堂１０－３　オークワ箕島店前
1686 田辺東山オークワチャンスセンター 和歌山県田辺市東山１－９－８　
1687 南紀オークワチャンスセンター 和歌山県新宮市佐野３－１１－１９　スーパーセンターオークワ南紀店
1688 ワールド岩出中黒店　宝くじ売場 和歌山県岩出市中黒５４６
1689 御坊ウエイチャンスセンター 和歌山県日高郡美浜町田井４２６－２　ウェイ美浜店前
1690 イオン日吉津チャンスセンター 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１　イオン日吉津店前
1691 イオン鳥取北チャンスセンター 鳥取県鳥取市晩稲３４８　イオン鳥取北店
1692 鳥取イオンチャンスセンター 鳥取県鳥取市天神町１　イオン鳥取　西口出入口



2022年12月26日時点

※注意事項※
・「くじケース」は、くじ売り場限定での配布です。
・くじ売り場のうち一部店舗での配布であり、全店ではありません。
・店舗によって在庫数が異なりますので、ご了承ください。
・店舗の在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

No. 店舗名 住所

「くじケース」配布店舗一覧

1693 倉吉河北プラザチャンスセンター 鳥取県倉吉市福庭町２－８８　東宝ストア河北プラザ店
1694 境港プラント５チャンスセンター 鳥取県境港市竹内団地２７６　境港プラント５駐車場
1695 みしまや田和山チャンスセンター 島根県松江市田和山町４１　スーパーみしまや田和山店　店頭
1696 浜田ゆめタウンチャンスセンター 島根県浜田市港町２２７－１　ゆめタウン浜田店　
1697 斐川ゆめタウンチャンスセンター 島根県出雲市斐川町上直江１３０１－１　ゆめタウン斐川
1698 チャンスセンターイオンモール出雲 島根県出雲市渡橋町１０６６　イオンモール出雲店　１Ｆ　もめんコート　東口横
1699 益田ゆめタウンチャンスセンター 島根県益田市高津７－２１－１６　ゆめタウン益田
1700 大田イオンチャンスセンター 島根県大田市長久町土江６４６－２　イオン大田店右側　宝くじ売場
1701 神楽の里　舞乃市 島根県江津市後地町３３４８－１１３
1702 一宮宝くじ売場 岡山県岡山市北区楢津５６７　ザ・ビッグ一宮店　駐車場
1703 大安寺宝くじ売場 岡山県岡山市北区野殿西町４１８－１　タイム大安寺店駐車場
1704 チャンスセンターイオンモール岡山 岡山県岡山市北区下石井１－２－１　イオンモール岡山　Ｂ２
1705 ぎんざやプレイガイド 岡山県岡山市北区表町１－１０－３５
1706 操南フレスタチャンスセンター 岡山県岡山市中区平井７－１－５　フレスタ操南店
1707 ビッグ平島宝くじ売場 岡山県岡山市東区東平島１００１－１　ザ・ビッグ平島店
1708 リョービプラッツ灘崎店 岡山県岡山市南区灘崎町西紅陽台３丁目１２－１　正面玄関横　宝くじ売場
1709 大黒天洲崎宝くじ売場 岡山県岡山市南区洲崎２－５－３２　大黒天岡山南店
1710 マルイ大福宝くじ売場 岡山県岡山市南区大福３５１－１
1711 岡南宝くじ売場 岡山県岡山市南区築港栄町９－１
1712 泉田Ｐモールチャンスセンター 岡山県岡山市南区泉田３８１－１　Ｐモール泉田店
1713 藤田ダイキチャンスセンター 岡山県岡山市南区藤田５６０－２３６　ＤＣＭダイキＥＸ岡山店　正面出入口左側
1714 ビッグ倉敷宝くじ売場 岡山県倉敷市笹沖１３３９番地１
1715 倉敷中庄宝くじ売場 岡山県倉敷市松島９７１－１　ハローズ中庄店敷地内
1716 児島ハピータウンチャンスセンター 岡山県倉敷市児島駅前２－３５　天満屋ハピータウン児島店
1717 中庄マスカットチャンスセンター 岡山県倉敷市松島１１５４－２　山陽マルナカマスカット店前
1718 アリオ倉敷チャンスセンター 岡山県倉敷市寿町１２－２　アリオ倉敷館内　ハピーズ食品売場近く
1719 かわばた宝くじ店 岡山県津山市高尾６６５－１
1720 津山イオンチャンスセンター 岡山県津山市河辺１０００－１　イオン津山店前
1721 総社宝くじ売場 岡山県総社市井手５９６－１　ハローズ総社店
1722 高梁ゆめタウンチャンスセンター 岡山県高梁市落合町阿部１７００　ゆめタウン高梁前
1723 備前宝くじ売場 岡山県備前市西片上１２７８－３　マックスバリュ備前店
1724 久世ゆめタウンチャンスセンター 岡山県真庭市惣１７０　ゆめタウン久世前
1725 美作ゆめマートチャンスセンター 岡山県美作市楢原下１２６８－１　ゆめマート美作店
1726 サンモール宝くじ売場 岡山県和気郡和気町福富５１０　サンモール１階
1727 ユーホー伊勢丘店　宝くじ売場 広島県福山市伊勢丘３丁目３番２号
1728 山陽自動車道　福山サービスエリア上り線 広島県福山市津之郷大字津之郷広瀬１８３－１　宝くじコーナー
1729 デオデオ本店 広島県広島市中区紙屋町２－１－１８
1730 流川チャンスセンター 広島県広島市中区胡町４－２１　流川通り三越横
1731 シャレオチャンスセンター 広島県広島市中区基町地下街１０３号　シャレオ・インフォメーションセンター
1732 八丁堀チャンスセンター 広島県広島市中区八丁堀１６－１　八丁堀桐原ガレージ
1733 いとう屋宝くじ販売 広島県広島市東区若草町１１番２号
1734 ささき宝くじ店 広島県広島市南区東本浦町２２－３４
1735 広島ゆめタウンチャンスセンター 広島県広島市南区皆実町２－８－１７　ゆめタウン広島店
1736 宇品イオンチャンスセンター 広島県広島市南区宇品東６－１－１５　イオン宇品ショッピングセンター正面入口
1737 アルパークチャンスセンター 広島県広島市西区草津新町２－２６－１－Ｋ１０３　　アルパーク東棟１Ｆ
1738 チャンスセンターイオンモール広島祇園店 広島県広島市安佐南区祇園３－２－１　イオンモール広島祇園店
1739 高陽フジグランチャンスセンター 広島県広島市安佐北区亀崎１－１－６　スーパーフジグラン高陽前
1740 船越チャンスセンター 広島県広島市安芸区船越南２－４－１１　マルショク船越店
1741 藤盛商店 広島県呉市本通４－１０－１　藤盛ビル１Ｆ
1742 スイート 広島県呉市阿賀中央６丁目２－１１　あがプラザ１階
1743 ユーホー広店　宝くじ売場 広島県呉市広白石１－５－２
1744 三原フジグランチャンスセンター 広島県三原市円一町１－１－７　フジグラン三原駐車場
1745 ユーホー因島店　宝くじ売場 広島県尾道市因島田熊町２５１７番１
1746 リカーズやまもと 広島県福山市東深津町１－９－５７
1747 ユーホー駅家店　宝くじ売場 広島県福山市駅家町大字近田６１６
1748 ユーホー緑町店　宝くじ売場 広島県福山市緑町２－１－３
1749 マルシン 広島県府中市中須町２５－１　新市駅前交差点
1750 ユーホー三次店　宝くじ売場 広島県三次市南畑敷町２６５－１
1751 大竹ゆめタウンチャンスセンター 広島県大竹市晴海１－６－１　ゆめタウン大竹店内
1752 山陽自動車道　宮島サービスエリア（上り線） 広島県廿日市市大字上平良広池２９７－９
1753 宮島サービスエリア下り線　宝くじコーナー 広島県廿日市市上平良２９３　宮島サービスエリア下り線　宝くじコーナー
1754 廿日市ゆめタウンチャンスセンター 広島県廿日市市下平良２－２－１
1755 イオンモール広島府中ソレイユ宝くじ売場 広島県安芸郡府中町大須２－１－１
1756 パルティフジ坂ロッタリーショップ 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜３－２－１１　パルティフジ坂敷地内
1757 美東ＳＡ上り線 山口県美祢市美東町真名６４６　美東サービスエリア上り線
1758 長府ゆめタウンチャンスセンター 山口県下関市ゆめタウン１－１　ゆめタウン長府前
1759 ゆめモール下関チャンスセンター 山口県下関市新椋野１－２－２　ゆめマート下関店入口前
1760 新下関コスパチャンスセンター 山口県下関市石原３０７　コスパショッピングタウン　駐車場の中央
1761 フジグラン宇部宝くじ売り場 山口県宇部市明神町３－１－１
1762 ウエスタまるき西岐波店　宝くじ売場 山口県宇部市西岐波字舛富５２０９－１
1763 宇部ゆめタウンチャンスセンター 山口県宇部市黒石北３－４－１７　ゆめタウン宇部店前
1764 サンパークあじす宝くじ売場 山口県山口市阿知須町４８２５－１
1765 ウエスタまるき山口湯田店宝くじ売場 山口県山口市幸町５８４
1766 山口フジグランチャンスセンター 山口県山口市黒川３７３６　フジグラン山口店入口
1767 山口ゆめタウンチャンスセンター 山口県山口市大内千坊６－９－１　ゆめタウン山口店前
1768 防府ゆめタウンチャンスセンター 山口県防府市八王子２－８－８　ゆめタウン防府店前
1769 防府イオンタウンチャンスセンター 山口県防府市鐘紡町７－１　イオンタウン防府店　正面入口左側
1770 山陽自動車道下松サービスエリア（上り線） 山口県下松市切山１４８２－６
1771 下松サービスエリア（下り線）　宝くじコーナー 山口県下松市大字切山１３５８　下松サービスエリア（下り線）　宝くじコーナー
1772 下松山田マックスバリュチャンスセンター 山口県下松市山田１５７－１　マックスバリュ山田店前
1773 南岩国ゆめタウンチャンスセンター 山口県岩国市南岩国町１－２０－３０　ゆめタウン南岩国店駐車場
1774 長門フジチャンスセンター 山口県長門市仙崎網田３２２－２　スーパーフジ長門店前
1775 柳井ミスターマックスチャンスセンター 山口県柳井市駅南１－１１　ミスターマックス柳井ショッピングセンター敷地内
1776 中国自動車道美東サービスエリア（下り線） 山口県美祢市美東町大字真名字台７５３
1777 新南陽チャンスセンター 山口県周南市政所２－３－２　フジ新南陽店前
1778 ドライブインみちしお 山口県山陽小野田市大字埴生２２１６－７
1779 サンパークおのだ宝くじ売り場 山口県山陽小野田市中川６－４－１
1780 イオン小野田店　宝くじ売り場 山口県山陽小野田市東高泊７８４
1781 宝くじラッキー堂　鳴門店 徳島県鳴門市大津町吉永４３４－１　ハローズ鳴門モール
1782 宝くじラッキー堂　国府店 徳島県徳島市国府町日開４５９－１５
1783 宝くじラッキー堂　二軒屋店 徳島県徳島市富田橋７－２２－１　ダイソー二軒屋店駐車場内
1784 宝くじラッキー堂　住吉店 徳島県徳島市城東町２－３－１　ダイソー徳島城東店前
1785 川内デコールチャンスセンター 徳島県徳島市川内町平石夷野２４８－１　デコール川内店駐車場内
1786 徳島タクトチャンスセンター 徳島県徳島市南島田町３－５５　ショッピングプラザタクト駐車場内
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1787 羽ノ浦ヒラソーチャンスセンター 徳島県小松島市大林町字高橋１３９－１　平惣羽ノ浦国道店横
1788 宝くじラッキー堂　上中店 徳島県阿南市上中町岡４９６
1789 フジグラン阿南ロッタリーショップ 徳島県阿南市領家町土倉１０　フジグラン阿南敷地内
1790 鴨島ザ・ビッグチャンスセンター 徳島県吉野川市鴨島町上下島字野神ノ元９２－３　ザ・ビッグ鴨島店　駐車場内
1791 脇町マルナカチャンスセンター 徳島県美馬市脇町字拝原１７１１－１　マルナカ脇町店　正面入口右側
1792 北島イオンタウンチャンスセンター 徳島県板野郡北島町高房字川ノ上２－２　イオンタウン北島駐車場内
1793 宝くじラッキー堂　ゆめタウン店 徳島県板野郡藍住町字東中須８８－１　ゆめタウン徳島
1794 宝くじラッキー堂　藍住店 徳島県板野郡藍住町東中富字直道傍示１２５－６９
1795 西村ジョイ成合店 香川県高松市成合町８１２－１
1796 西村ジョイ屋島店 香川県高松市屋島西町２１０５－８
1797 今里町宝くじ売り場 香川県高松市今里町１丁目３２－４
1798 兵庫町売り場 香川県高松市兵庫町１－５
1799 間島ショップ 香川県高松市出作町４７４－４
1800 多田酒店 香川県高松市常磐町１－７－１
1801 有限会社リカーショップ多田 香川県高松市木太町１２９３－３
1802 ハローズ仏生山店　宝くじ売場 香川県高松市仏生山町甲１３２４－１
1803 イオンタウン国分寺宝くじ売場 香川県高松市国分寺町新名６４４－１
1804 オカヒサペンショップ 香川県高松市南新町５－１
1805 ハローズ六条店宝くじ売場 香川県高松市六条町３３番地
1806 西村ジョイ丸亀店 香川県丸亀市田村町５０６
1807 丸亀フジグランチャンスセンター 香川県丸亀市川西町南１２８０－１　フジグラン丸亀　食彩館右横　駐車場
1808 丸亀パワーシティチャンスセンター 香川県丸亀市新浜町１－８０３－２　パワーシティ丸亀店正面入口横
1809 ハローズ坂出林田店宝くじ売場 香川県坂出市林田町３１２６　ハローズ坂出林田店内
1810 善通寺プラントチャンスセンター 香川県善通寺市金蔵寺町１９０３　プラント善通寺店入口横
1811 パルティフジ志度ロッタリーショップ 香川県さぬき市志度２４３１番地１　パルティフジ志度敷地内
1812 白鳥マルナカチャンスセンター 香川県東かがわ市白鳥１４４－１　マルナカ白鳥店食彩館横
1813 大石たばこ店 香川県三豊市高瀬町下勝間１６２１－１
1814 大石たばこ店 香川県三豊市高瀬町下勝間１６２１－１
1815 （有）北野商店 香川県小豆郡小豆島町安田甲１４４－５
1816 三木町マルナカチャンスセンター 香川県木田郡三木町氷上４８２－２　マルナカ三木店　西側駐車場
1817 宇多津スーパーマルナカチャンスセンター 香川県綾歌郡宇多津町２４１９－１　スーパーセンターマルナカ宇多津店中央入口左横
1818 イオン綾川チャンスセンター 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１　イオン綾川店内　北川入口左横　ＡＴＭ前
1819 竹村商店山越宝くじ売場 愛媛県松山市山越２－６６４－１
1820 小松屋（檜垣たばこ店） 愛媛県今治市旭町２丁目２－２
1821 ヴェスタ松末ロッタリーショップ 愛媛県松山市松末１－４－５　ヴェスタ松末店敷地内
1822 竹村商店 愛媛県松山市千舟町４－１－１
1823 レスパス枝松　宝くじ売場 愛媛県松山市枝松５丁目１３６－１
1824 レスパス平田　宝くじ売場 愛媛県松山市平田町１４３７　ダイキ平田店　敷地内
1825 パルティフジ北斎院ロッタリーショップ 愛媛県松山市北斎院町６９８－１　パルティフジ北斎院敷地内
1826 パルティフジ夏目ロッタリーショップ 愛媛県松山市夏目甲７９　パルティフジ夏目敷地内
1827 パルティフジ藤原ロッタリーショップ 愛媛県松山市藤原２丁目４番６２号　パルティフジ藤原敷地内
1828 ジョープラチャンスセンター 愛媛県松山市朝生田町５－１－２５　ジョープラ前
1829 まつちかチャンスセンター 愛媛県松山市湊町５－１－１　まつちかタウン　いよてつ高島屋地下入口前
1830 今治イオンチャンスセンター 愛媛県今治市馬越町４－８－１　イオン今治店正面入口横
1831 ＪＡえひめ南特産品センターみなみくん 愛媛県宇和島市弁天町１丁目３１８－１６　ＪＡえひめ南特産品センターみなみくん　正面横
1832 八幡浜フジチャンスセンター 愛媛県八幡浜市江戸岡１２５２－９　江戸岡交差点横（スーパーフジ八幡浜店）
1833 くにやす宝ラッキーセンター 愛媛県新居浜市泉池町１１－４０
1834 宝くじラッキーセンター 愛媛県新居浜市前田町８－８　イオンモール新居浜キャシュコーナー入口前
1835 まつみこ宝ラッキーセンター 愛媛県新居浜市松神子３－３－５　ザ・ビッグ松神子店東入口前
1836 新居浜マルナカチャンスセンター 愛媛県新居浜市上泉町１２－１　マルナカ新居浜本店入口前
1837 西条フジチャンスセンター 愛媛県西条市玉津５６４－１　フジ西条玉津店正面入口横
1838 曽根酒店 愛媛県大洲市新谷乙３３１－３
1839 竹村商店伊予宝くじ売場 愛媛県伊予市市場１２７
1840 トーハウ（有）　赤橋店 愛媛県四国中央市妻鳥町１１１１－１
1841 チャンスセンター三島 愛媛県四国中央市中曽根町４５１－３
1842 宇和フジチャンスセンター 愛媛県西予市宇和町卯之町４－６５４　フジ宇和店駐車場入口横
1843 レスパス重信　宝くじ売場 愛媛県東温市見奈良１１２５　レスパスシティ内　レスパス重信宝くじ売場
1844 重信フジチャンスセンター 愛媛県東温市野田３－１－１３　フジグラン重信駐車場側奥（レディ薬局並び）
1845 レスパス砥部　宝くじ売場 愛媛県伊予郡砥部町拾町２０　レスパス砥部宝くじ売場
1846 森の三角ぼうし 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市１３８－６
1847 野市フジグランチャンスセンター 高知県香南市野市町西野２００７－１　フジグラン野市店店舗
1848 中越商店 高知県高知市桟橋通２丁目１２番２号
1849 清水酒販 高知県高知市仁井田４３６５－２
1850 イオンモール高知チャンスセンター 高知県高知市秦南町１－４－８　イオンモール高知　西側入口横
1851 葛島フジチャンスセンター 高知県高知市小倉町３－３０　フジグラン葛島店
1852 高須ハイパーチャンスセンター 高知県高知市高須３－２７－３５　ナンコクスーパー高須店　入口横
1853 高知旭町イオンチャンスセンター 高知県高知市旭町３－９４　イオン高知旭町店　国道３３号線側入口横
1854 南国サニーアクシスチャンスセンター 高知県南国市大そね乙１００９－１　サニーアクシス南国店駐車場
1855 高岡サニーマートチャンスセンター 高知県土佐市高岡町甲３３３－４　サニーマート高岡店　ＡＴＭコーナー隣
1856 マルナカ須崎　宝くじ売場 高知県須崎市神田字下切２５００－１　マルナカ須崎店　宝くじＢＯＸ
1857 柳川ゆめモールチャンスセンター 福岡県柳川市三橋町蒲船津地内３４街区２９画地
1858 八女ゆめタウンチャンスセンター 福岡県八女市蒲原９８８－２８　ゆめタウン八女ショッピングセンター
1859 門田たばこ店 福岡県北九州市門司区栄町７－７
1860 ハローデイ　西門司店 福岡県北九州市門司区社の木２－４－１　ハローデイ西門司店　宝くじ売場
1861 ゆめマート門司店 福岡県北九州市門司区柳町２丁目５－５　ゆめマート門司店　宝くじ売場
1862 サンリブ高須店 福岡県北九州市若松区高須南２－２－１　サンリブ高須店宝くじボックス
1863 ラッキーボックス若松店 福岡県北九州市若松区白山１丁目１８－５　ハローデイ若松店宝くじボックス
1864 有限会社　宝友会　戸畑店 福岡県北九州市戸畑区東鞘ケ谷町２丁目１
1865 イオン戸畑チャンスセンター 福岡県北九州市戸畑区汐井町２－２　イオン戸畑ショッピングセンター
1866 有限会社　宝友会　中井店 福岡県北九州市小倉北区中井４－８－１０
1867 マルショク　富野店 福岡県北九州市小倉北区上富野２－１３－１　マルショク富野店内　宝くじ売場
1868 サンリブ西小倉店宝くじ売場 福岡県北九州市小倉北区竪町２－３－１５　サンリブ西小倉店宝くじ売場
1869 小倉駅前チャンスセンター 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１　小倉駅前アイム
1870 平和橋チャンスセンター 福岡県北九州市小倉北区古船場町１－３５　市立商工会貿易会館
1871 ハローデイ　横代店 福岡県北九州市小倉南区横代東町１－２－１０　ハローデイ横代店　宝くじ売場
1872 ハローデイ貫店 福岡県北九州市小倉南区東貫３－５－１　ハローデイ貫店宝くじボックス
1873 サンリブシティ小倉店 福岡県北九州市小倉南区上葛原２－１４－１　サンリブシティ小倉店宝くじボックス
1874 有限会社　宝友会　高見店 福岡県北九州市八幡東区高見２－７－６
1875 サンリブ三ケ森店 福岡県北九州市八幡西区三ケ森３－９－１　サンリブ三ケ森店内宝くじ売場
1876 サンリブ木屋瀬店 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１－２７－１　サンリブ木屋瀬店内宝くじ売場
1877 ラッキーボックス黒崎店 福岡県北九州市八幡西区岡田町９－２２　サンリブ黒崎店　宝くじ売場
1878 有限会社　宝友会　穴生店 福岡県北九州市八幡西区鉄王１－４－９
1879 有限会社　宝友会　黒崎店 福岡県北九州市八幡西区黒埼１－４－１８　宝くじ売場
1880 ラッキーボックス共立大前店 福岡県北九州市八幡西区藤原１丁目４－８　ハローデイ共立大前店宝くじボックス
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1881 マックスバリュ　上の原店 福岡県北九州市八幡西区上の原３－３１－８　マックスバリュ上の原店　宝くじ売場
1882 （株）メルヴェーユ　松崎店 福岡県福岡市東区舞松原２－１２－１０　ハローデイ内
1883 （株）メルヴェーユ　西鉄千早駅店 福岡県福岡市東区水谷２丁目８３－２　西鉄千早駅１階
1884 （株）メルヴェーユ　箱崎店 福岡県福岡市東区箱崎４－７－５５　ボックスタウン箱崎内
1885 （株）メルヴェーユ　香椎団地店 福岡県福岡市東区香椎団地１－２０　香椎フェスティバルガーデン内
1886 ホームワイド和白店 福岡県福岡市東区塩浜１－９－１９　ホームワイド和白店宝くじボックス
1887 香椎浜イオンチャンスセンター 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１　イオンモール香椎浜
1888 土井ミスターマックスチャンスセンター 福岡県福岡市東区青葉７－６１－１　ミスターマックス土井店
1889 ＪＲ南福岡店 福岡県福岡市博多区寿町２－９－３０　　ＪＲ南福岡内宝くじ売場
1890 地下鉄博多駅筑紫口ラッキーセンター 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１　地下鉄博多駅筑紫口Ｂ１Ｆ
1891 （株）メルヴェーユ　上川端店 福岡県福岡市博多区上川端町１１－１　博多銃砲店内　宝くじ売場
1892 レッドキャベツ博多南店 福岡県福岡市博多区博多駅南６－９－７　レッドキャベツ博多南店宝くじボックス
1893 フォレオ博多店 福岡県福岡市博多区東那珂１－１４－４６　フォレオ博多店内宝くじ売場
1894 ミスターマックス美野島店 福岡県福岡市博多区美野島２－５－６　ミスターマックス美野島店宝くじ売場
1895 マイングチャンスセンター 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１　名店街　マイング内
1896 ららぽーと福岡チャンスセンター 福岡県福岡市博多区那珂六丁目２３番地１号　ららぽーと福岡　１Ｆ
1897 （有）金子　天神地下街店 福岡県福岡市中央区天神２丁目１００４番
1898 （株）メルヴェーユ　西鉄薬院駅店 福岡県福岡市中央区白金１－２１－１６
1899 赤坂店 福岡県福岡市中央区赤坂１－１２－１５　読売福岡ビル１Ｆ
1900 イオン笹丘店　地下１階　宝くじ売場 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４　イオン笹丘店　地下１階　宝くじ売場
1901 サンセルコチャンスセンター 福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１　サンセルコショッピングセンター前
1902 西鉄福岡駅構内売場 福岡県福岡市中央区天神２丁目１１－３　ソラリアステージビル専門街１Ｆ　ミスタードーナツ隣　宝くじ売場
1903 （株）メルヴェーユ　大橋店 福岡県福岡市南区大橋１丁目２－１５　西鉄大牟田線大橋駅東口
1904 （株）メルヴェーユ　高宮店 福岡県福岡市南区高宮５－１－１　ボンラパス１階
1905 （株）メルヴェーユ　長住店 福岡県福岡市南区長住２丁目２１－１０　西鉄ストア店内
1906 レッドキャベツ老司店 福岡県福岡市南区老司２－１０－１１　レッドキャベツ老司店宝くじボックス
1907 ラッキーボックス木の葉モール橋本店 福岡県福岡市西区橋本２丁目２７－２　木の葉モール橋本店内宝くじ売場
1908 ウエストコート宝くじ売場 福岡県福岡市西区内浜１－７－１８
1909 （株）嘉村商事 福岡県福岡市西区姪の浜４－１５－２０　第１Ｋビル１階　宝くじ売場
1910 周船寺店 福岡県福岡市西区大字千里４１８－１　周船寺ハローデイ内
1911 地下鉄西新駅ラッキーセンター 福岡県福岡市早良区西新２丁目　地下鉄西新駅構内地下一階
1912 西新商店街売場 福岡県福岡市早良区西新５丁目２－４１　西新中西ビル１階
1913 （株）メルヴェーユ　次郎丸店 福岡県福岡市早良区次郎丸１－９－４５　ハローデイ内
1914 イオン野芥店 福岡県福岡市早良区野芥２－１－６　イオン野芥店宝くじボックス
1915 ラッキーボックス大牟田店 福岡県大牟田市岬町３－２　イオンモール大牟田店内宝くじ売場
1916 マミーズ　羽山台店 福岡県大牟田市三池４２７－６　マミーズ羽山台店　宝くじ売場
1917 マミーズ久留米インター店 福岡県久留米市御井旗崎１－６－５０　Ｍｒ　Ｍａｘ久留米インター店内宝くじ売場
1918 サンリブ　久留米店 福岡県久留米市野中町１４１１－１　サンリブ久留米店内　宝くじ売場
1919 ザ・ビッグ十三部店 福岡県久留米市野中町３８９－１　ザ・ビッグ十三部店　宝くじ売場
1920 久留米ゆめタウンチャンスセンター 福岡県久留米市新合川１－２－１　ゆめタウン久留米中央入口左
1921 木村屋商事　宝くじ売場 福岡県久留米市津福本町松尾８２６－６
1922 イオンモール直方店 福岡県直方市湯野原２丁目１番１号　イオンモール直方店宝くじ売場
1923 直方ハローデイチャンスセンター 福岡県直方市下境３０１８－１　ハローデイ直方店　駐車場入口横
1924 穂波イオンチャンスセンター 福岡県飯塚市枝国６６６－４８　イオン穂波店
1925 穂波コスモスチャンスセンター 福岡県飯塚市太郎丸９３３　八木山バイパス穂波東インター南国道２００号沿いコスモス薬品入口
1926 マミーズ柳川店 福岡県柳川市大字田脇１２９－１　マミーズ柳川店宝くじボックス
1927 大川ゆめタウンチャンスセンター 福岡県大川市上巻野口４３０－１　ゆめタウン大川ショッピングセンター
1928 マミーズ西牟田店 福岡県筑後市大字西牟田４３３０－１　マミーズ西牟田店宝くじボックス
1929 行橋ハローディチャンスセンター 福岡県行橋市西泉６－１－１　ハローディ行橋店　駐車場
1930 みなみ行橋ゆめタウンチャンスセンター 福岡県行橋市北泉３－３－３　ゆめタウン　南行橋店
1931 有限会社　宝友会　中間店 福岡県中間市東中間１－８－８　西鉄ストアレガネット中間　宝くじ売り場
1932 中間チャンスセンター 福岡県中間市上蓮花寺１－２－１　クリエータウントビル駐車場
1933 （株）メルヴェーユ　三国が丘店 福岡県小郡市美鈴の杜１－１－３　レガネット美鈴の杜　店外宝くじ売場
1934 ラッキーボックス小郡店 福岡県小郡市小板井蓮輪１０２－１　マックスバリュ小郡七夕通り店宝くじボックス
1935 イオンモール筑紫野店 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１　イオンモール筑紫野店１階
1936 二日市イオンチャンスセンター 福岡県筑紫野市二日市北２－２－１　イオン二日市アピロス正面
1937 筑紫野ゆめタウンチャンスセンター 福岡県筑紫野市針摺東３－３－１　ゆめタウン筑紫野ショッピングセンター
1938 九州自動車道基山ＰＡ下り線　宝くじ売場 福岡県筑紫野市原田１３１８　九州自動車道基山ＰＡ下り線　宝くじ売場
1939 （株）メルヴェーユ　井尻店 福岡県春日市須玖北１丁目３２－１　ハローデイ内
1940 ふくや春日店 福岡県春日市大和町４丁目３０番地　ふくや春日店　宝くじ売り場
1941 くろまるのくじまる 福岡県大野城市白木原３－７－５
1942 （株）メルヴェーユ　若草店 福岡県大野城市若草３－１－１　西鉄ストア内
1943 ラッキーボックス大野城店 福岡県大野城市錦町４－１－１　イオン大野城ショッピングセンター内宝くじ売場
1944 Ｍｒ　Ｍａｘ大野城店 福岡県大野城市大字瓦田５－３－１　Ｍｒ　Ｍａｘ大野城店宝くじボックス
1945 （株）メルヴェーユ　東郷店 福岡県宗像市田熊４－１－１７　レガネット東郷店宝くじ売場
1946 宗像ミスターマックスチャンスセンター 福岡県宗像市大字石丸３－７－１　ミスターマックス宗像店
1947 （株）メルヴェーユ　大佐野店 福岡県太宰府市大佐野６２６－１　ハローデイ内
1948 ルミエール太宰府店 福岡県太宰府市大佐野１丁目９－１　ルミエール太宰府店　屋外駐車場
1949 西鉄ストア　太宰府店 福岡県太宰府市五条２－２２－７　西鉄ストア太宰府店　宝くじ売場
1950 マミーズ大宰府西店 福岡県太宰府市宰都１－３－１　マミーズ大宰府西店　宝くじ売場
1951 ロイヤル古賀店 福岡県古賀市大字筵内１－１－５　九州自動車道上り線古賀ＳＡ内
1952 （株）メルヴェーユ　花見が丘店 福岡県福津市花見が丘２－１８－３１　フレスポ花見が丘内
1953 津屋崎店 福岡県福津市宮司２丁目１－１０　津屋崎宝くじ売場
1954 チャンスセンターイオンモール福津 福岡県福津市日蒔野６－１６－１　イオンモール福津
1955 株式会社筑水キャニコム 福岡県うきは市吉井町福益９０－１
1956 甘木チャンスセンター 福岡県朝倉市甘木１６６６－２　セブンイレブン甘木庄屋店横
1957 ラッキーボックス前原店 福岡県糸島市浦志１丁目５－２　マックスバリュ前原店宝くじボックス
1958 ラッキーボックス南風店 福岡県糸島市南風台３－１４－４１　マルショク南風店宝くじボックス
1959 ラッキーボックス那珂川店 福岡県那珂川市今光５－２５　マルショク那珂川店宝くじボックス
1960 ＪＯＩＮＴ志免中央店 福岡県糟屋郡志免町南里２－２９－１　ＪＯＩＮＴ志免中央店宝くじボックス
1961 イオン福岡東店 福岡県糟屋郡志免町別府北２丁目１４－１　イオン福岡東ショッピングセンター宝くじ売場
1962 ハローデイ新宮店 福岡県糟屋郡新宮町美咲２－１－３６　ハローデイ新宮店宝くじボックス
1963 トライアル新宮店 福岡県糟屋郡新宮町原上１８１２　トライアル新宮店宝くじボックス
1964 ふくや新宮店 福岡県糟屋郡新宮町新宮東４丁目５－１１　シングウテラス１Ｆ　宝くじ売り場
1965 Ｍｒ　Ｍａｘ粕屋店 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２７１４　Ｍｒ　Ｍａｘ粕屋店宝くじボックス
1966 チャンスセンターイオンモール福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿１９２－１宝くじ売場
1967 遠賀ゆめタウンチャンスセンター 福岡県遠賀郡遠賀町松の本１－１－１　ゆめタウン遠賀店
1968 道の駅　おおとう桜街道 福岡県田川郡大任町大字今任原１３３９　道の駅おおとう桜街道　物産館　宝くじ売場
1969 サンリブ苅田店 福岡県京都郡苅田町殿川町１番地の７　サンリブ苅田店内宝くじ売場
1970 トライアル苅田店 福岡県京都郡苅田町幸町５－１　トライアル苅田店　宝くじ売場
1971 トライアル三日月店 佐賀県小城市三日月町樋口五条１４２０番地　トライアル三日月店
1972 メリーランド武雄　宝くじ売場 佐賀県武雄市朝日町甘久１３０８メリーランド武雄内宝くじ売場
1973 イオン佐賀大和店 佐賀県佐賀市大和町尼寺３５３５番地　イオン佐賀大和ショッピングセンター内宝くじ売場
1974 マックスバリュ佐賀西店 佐賀県佐賀市八戸溝３－１２－２０　マックスバリュ佐賀西店宝くじボックス
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※注意事項※
・「くじケース」は、くじ売り場限定での配布です。
・くじ売り場のうち一部店舗での配布であり、全店ではありません。
・店舗によって在庫数が異なりますので、ご了承ください。
・店舗の在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

No. 店舗名 住所

「くじケース」配布店舗一覧

1975 モラージュ佐賀 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島７３０番地　モラージュ佐賀
1976 フードウェイ大和店宝くじ売場 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺５９７
1977 アルタチャンスセンター 佐賀県佐賀市開成３－６－１６　アルタ開成店　東側入口横
1978 Ａコープやまもと店宝くじ売場 佐賀県唐津市山本１３９０
1979 まいづるＣＡＲＲＯＴ店　宝くじ売場 佐賀県唐津市藤崎通６８８０－６５　まいづるキャロット西唐津店　宝くじ売場
1980 唐津イオンチャンスセンター 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１　イオン唐津店　西側入口横
1981 冨田園茶舗 佐賀県伊万里市伊万里町甲３４９－１
1982 武雄ゆめタウンチャンスセンター 佐賀県武雄市武雄町武雄４９９２　ゆめタウン武雄　西入口横
1983 祐徳ララベル宝くじ売場 佐賀県鹿島市大字納富分２－１
1984 牛津セリオ宝くじ売場 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬１０６２－１
1985 アニー店　宝くじ売り場 佐賀県神埼市千代田町境原２３－３
1986 マックスバリュ　基山店 佐賀県三養基郡基山町大字長野字年の森１０１８　マックスバリュ基山店　宝くじ売場
1987 山下商店 長崎県長崎市住吉町７－１　山下ビル１Ｆ
1988 させぼ五番街チャンスセンター 長崎県佐世保市新港町２－１
1989 長崎ミスターマックスチャンスセンター 長崎県長崎市岩見町２６－１　ミスターマックス長崎ショッピングセンター
1990 長崎駅前チャンスセンター 長崎県長崎市大黒町１４－５　長崎駅前広場
1991 ララプレイス愛宕　宝くじ売り場 長崎県長崎市愛宕４丁目１８－２０
1992 早岐イオンタウンチャンスセンター 長崎県佐世保市広田３－１－１　イオンタウン早岐駐車場
1993 イオン島原チャンスセンター 長崎県島原市弁天町１－７０８０－１　イオン島原店内　１階入口横
1994 宝くじ売場夢館 長崎県諫早市小川町１２６７
1995 ホームワイド溝陸店　宝くじ売り場 長崎県大村市溝陸町７９０
1996 ヴィーナス芦辺店 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２
1997 ヴィーナス郷ノ浦店 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７５８－１
1998 Ａコープ愛野店宝くじ売場 長崎県雲仙市愛野町乙４９３－１
1999 ショッピングセンターサンピア 長崎県南島原市口之津町甲２７５２番地
2000 時津ミスターマックスチャンスセンター 長崎県西彼杵郡時津町左底郷１８３４　ミスターマックス時津店　出入口
2001 チャンスセンターイオンモール宇城店 熊本県宇城市小川町河江１－１　イオンモール宇城
2002 ゆめマート大江チャンスセンター 熊本県熊本市中央区大江３－２－４０　ゆめマート大江
2003 ホームセンター本山店 熊本県熊本市中央区本山町１４３－１　ホームセンターダイキ本山店　宝くじボックス
2004 サクラマチ　クマモト宝くじ売場 熊本県熊本市中央区桜町３番１０号
2005 大江イオンチャンスセンター 熊本県熊本市中央区大江４－２－１　イオン熊本中央店正面
2006 さくらの森宝くじ売場 熊本県熊本市東区桜木６－６－１
2007 ホームセンター東町店 熊本県熊本市東区東町２丁目１－１５　ホームセンターダイキ東町店　宝くじボックス
2008 ミスターマックス熊本インターチャンスセンター 熊本県熊本市東区石原町１－１－１１１　ミスターマックス熊本インター店
2009 パディーマーケット 熊本県熊本市西区城山半田１－２－２５
2010 熊本駅チャンスセンター 熊本県熊本市西区春日３－１５－３０　熊本駅高架下商業施設（肥後よかモン市場）
2011 酒ディスカウントチャレンジャー南高江店 熊本県熊本市南区南高江２－１２－３８
2012 西熊本イオンタウンチャンスセンター 熊本県熊本市南区島町３－１－１　イオンタウン西熊本　Ｂ区画
2013 植木チャンスセンター 熊本県熊本市北区植木町舞尾６２０　植木ショッピングプラザ「ウエッキー」
2014 八代イオンチャンスセンター 熊本県八代市沖町六番割３９８７－３　イオン八代店敷地内
2015 荒尾ダイレックスチャンスセンター 熊本県荒尾市大島町３－４３０－１　ダイレックス荒尾店
2016 ゆめマート玉名チャンスセンター 熊本県玉名市亀甲字長畑１３４　ゆめマート玉名店内
2017 山鹿たばこ販売協同組合 熊本県山鹿市大字方保田字永田１０８７－１
2018 山鹿たばこ販売協同組合　ミカエル店 熊本県山鹿市山鹿７５５－１　ミカエル店　宝くじ売場
2019 菊池たばこ販売協同組合 熊本県菊池市隈府７６８
2020 宇土シティチャンスセンター 熊本県宇土市善道寺町字綾織９５　宇土シティプラザ前
2021 シーサイドチャンス上天草 熊本県上天草市大矢野町中１１５８２－２０
2022 ゆめマート松橋チャンスセンター 熊本県宇城市松橋町松橋８７８　ゆめマート松橋店　駐車場
2023 天草たばこ販売協同組合 熊本県天草市丸尾町６－３８
2024 肥後大津イオンチャンスセンター 熊本県菊池郡大津町室１３７　イオン大津店
2025 菊陽チャンスセンター 熊本県菊池郡菊陽町津久札字廣街道２４６４
2026 田中屋　御船店 熊本県上益城郡御船町御船１０４１－１
2027 チャンスセンターイオンモール熊本店 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２　イオンモール熊本施設内インフォメーション側
2028 酒ディスカウントチャレンジャー益城店 熊本県上益城郡益城町木山４０９－４
2029 （有）リックしもだ 熊本県上益城郡山都町下市２－７
2030 宮原サービスエリア上り線 熊本県八代郡氷川町早尾６８３
2031 宮原サービスエリア下り線 熊本県八代郡氷川町早尾山口１０５１
2032 錦サンロードシティチャンスセンター 熊本県球磨郡錦町西７１５－１　イオン錦店前
2033 マルショク餅ヶ浜店 大分県別府市餅ヶ浜７－１０　マルショク餅ヶ浜店宝くじボックス
2034 サンリブ明野店 大分県大分市明野北５－１５－１６　サンリブ明野店　屋外
2035 モ－ヨ（株） 大分県大分市大在中央１－３－５　大在チャンスセンター１Ｆ
2036 加藤石油（株）　新日鉄前店宝くじ売場 大分県大分市萩原４－８－２８
2037 サンリブわさだ店 大分県大分市大字木上字鉾手２０５９　サンリブわさだ店宝くじ売場
2038 高城イオンチャンスセンター 大分県大分市高城西町２８－１　イオン高城店
2039 光吉イオンチャンスセンター 大分県大分市大字光吉８２５－１　イオン光吉店
2040 春日浦フレスポチャンスセンター 大分県大分市王子北町５番９号　フレスポ春日浦
2041 元町ヒロセチャンスセンター 大分県大分市大分４８８７　ＨＩヒロセ元町店
2042 大分パークプレイスチャンスセンター 大分県大分市公園通り西２－１　イオンパークプレイス大分東側
2043 マルショク　関の江店 大分県別府市内竈北新田２５－１　マルショク関の江店　宝くじ売場
2044 三光イオンチャンスセンター 大分県中津市三光佐知１０３２　イオンモール三光ショッピングセンター前
2045 日田ダイソーチャンスセンター 大分県日田市三本松２－６－４７　ダイソー日田店前
2046 夢ハウス 大分県速見郡日出町３９０９－４
2047 坂元商店 宮崎県都城市下川東２丁目４－１２
2048 宮崎イオンチャンスセンター 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１　イオン宮崎ＳＣ入り口横
2049 小松マルショクチャンスセンター 宮崎県宮崎市小松２７０４　マルショク小松入り口横
2050 都城たばこ販売協同組合 宮崎県都城市前田町１４－１３
2051 都城たばこ組合志比田店 宮崎県都城市志比田町４５６４－１
2052 熊原たばこ店 宮崎県都城市太郎坊町３１５９－１
2053 ふくしまストア 宮崎県都城市上長飯町１５５－８
2054 イオン都城ショッピングセンター宝くじ売場 宮崎県都城市早鈴町１９９０番地　１階宝くじ売り場
2055 イオンモール都城チャンスセンター 宮崎県都城市栄町４６７２番５　１階　宝くじ売り場
2056 道の駅都城店 宮崎県都城市都北町５２２５番地１　宝くじ売場
2057 山口本店 宮崎県延岡市構口町１－５４０４
2058 右田たばこ宝くじサービスセンター 宮崎県延岡市幸町３－２－１　右田ビル１階
2059 穂積たばこ店 宮崎県日南市岩崎３丁目５番１８号－１　シャトービル１階
2060 小林サンキューチャンスセンター 宮崎県小林市堤３００５－１２　サンキュー小林店
2061 都城たばこ組合三股店 宮崎県北諸県郡三股町稗田５５－５　（有）ヒロセ本店　店外宝くじ売場
2062 高鍋ジョイアスチャンスセンター 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋１３５１　ジョイアス前駐車場入口
2063 ハッピー鹿屋店 鹿児島県鹿屋市大浦町１４００３－１
2064 ハッピーメイジニシムタ　与次郎 鹿児島県鹿児島市与次郎１－１０－１
2065 ハッピーメイジＮｓＣＩＴＹ谷山店 鹿児島県鹿児島市卸本町５－３５
2066 ハッピーメイジ鴨池店 鹿児島県鹿児島市真砂本町５１－１　ニシムタスカイマーケット鴨池　宝くじ売場
2067 原良タイヨーチャンスセンター 鹿児島県鹿児島市原良１－１２－７　タイヨー原良店入口横
2068 天文館チャンスセンター 鹿児島県鹿児島市中町１－１１　フコク生命新中町ビル１Ｆ　いづろ中央交差点横
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※注意事項※
・「くじケース」は、くじ売り場限定での配布です。
・くじ売り場のうち一部店舗での配布であり、全店ではありません。
・店舗によって在庫数が異なりますので、ご了承ください。
・店舗の在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

No. 店舗名 住所

「くじケース」配布店舗一覧

2069 伊敷Ａコープチャンスセンター 鹿児島県鹿児島市伊敷台２丁目２７－２　伊敷Ａコープ前
2070 Ｌｉ－Ｋａチャンスセンター 鹿児島県鹿児島市中央町１９－４０　ＪＲ鹿児島中央駅
2071 鹿屋サンキューチャンスセンター 鹿児島県鹿屋市寿７－４９４－１　サンキュー鹿屋寿店前
2072 田中商店 鹿児島県出水市上知識町７９６
2073 ハッピーメイジ指宿店 鹿児島県指宿市十二町４０８８番地
2074 川内タイヨーチャンスセンター 鹿児島県薩摩川内市永利町７１２　タイヨー永利店前
2075 伊集院グラードチャンスセンター 鹿児島県日置市伊集院町徳重３－１１－１　グラード伊集院店前
2076 隼人国分イオンチャンスセンター 鹿児島県霧島市隼人町見次１２２９　隼人国分イオン
2077 加世田サンキューチャンスセンター 鹿児島県南さつま市加世田地頭所２８－３　スーパーサンキュー加世田店前
2078 サンポートしぶしアピア 鹿児島県志布志市志布志町志布志３丁目２４番１号
2079 平田タイヨーチャンスセンター 鹿児島県奄美市名瀬真名津町１３－１　タイヨー平田店前
2080 名瀬港町チャンスセンター 鹿児島県奄美市名瀬港町３－１０　小原ビル　１階
2081 来夢館 鹿児島県姶良市西餅田２６４－１　イオンタウン姶良　１Ｆ　宝くじ売場
2082 （株）大丸　インフォメーションコーナー 鹿児島県大島郡徳之島町亀津７３６５番地
2083 中城モール　宝くじ・ｔｏｔｏくじ売り場 沖縄県中頭郡中城村字久場１９６３　中城モール１階宝くじ売場
2084 具志川サンエーチャンスセンター 沖縄県うるま市高江洲１０３１－１　赤道ショッピングタウン北側駐車場内
2085 壺川チャンスセンター 沖縄県那覇市壺川３－１－１９　ＴＳＵＴＡＹＡ壺川店前
2086 栄町りうぼうチャンスセンター 沖縄県那覇市安里３８８－６　栄町りうぼう駐車場
2087 安謝マックスバリュチャンスセンター 沖縄県那覇市安謝６６４－３２　マックスバリュ安謝店
2088 牧志マックスバリュチャンスセンター 沖縄県那覇市牧志２－１０－１　マックスバリュ牧志店
2089 バークレーズ・コートチャンスセンター 沖縄県浦添市当山２－２－４　バークレーズ・コートショッピングセンター
2090 サンエーパルコシティチャンスセンター 沖縄県浦添市西洲３－１－１　サンエー浦添西海岸ＰＡＲＣＯＣＩＴＹ
2091 「道の駅」許田やんばる物産センター 沖縄県名護市許田１７番地の１
2092 糸満チャンスセンター 沖縄県糸満市字阿波根１５４３　丸大糸満店
2093 石川サンエーチャンスセンター 沖縄県うるま市石川赤崎２－１－１　サンエー赤崎店
2094 ハンビータウンチャンスセンター 沖縄県中頭郡北谷町字北前１－２－３　サンエーハンビータウンショッピングセンター
2095 西原シティチャンスセンター 沖縄県中頭郡西原町嘉手苅１１７－２　サンエー西原シティ店


