タブレット端末
設置場所一覧
※埼玉県内のどこのタブレットからでも送信が可能です

リーダー

タブレット端末
卓上タイプ

タブレット端末
スタンドタイプ

上尾市

イトーヨーカドー

春日部店

イオンモール春日部

上尾市役所

上尾市本町３－１－１

上尾公民館

上尾市二ツ宮７５０（文化センター内）

平方公民館

上尾市平方９０５－１

環境科学国際センター

原市公民館

上尾市原市３４９９

加須はなさき公園管理事務所

大石公民館

上尾市小泉９－２８－１

上平公民館

上尾市上平中央３－３１－５

大谷公民館

上尾市大谷本郷９４９－１

上尾市西保健センター

上尾市春日２－１０－３３

上尾市東保健センター

上尾市緑丘2－1－27

上尾市民体育館

上尾市向山4－3－10

上尾市西保健センター
（駐車場）
★

上尾市春日2－10－33

埼玉県立武道館

上尾市日の出4－1877

朝霞市

春日部市中央1－13－1 1階
春日部市下柳420－1 1階

加須市
加須市上種足914
加須市水深1722

川越市
川越市役所（本庁舎）

川越市元町１－３－１

川越市総合保健センター

川越市小ヶ谷８１７－１

高階市民センター

川越市藤間２７－１

大東市民センター

川越市豊田本５－１6－１

川越市西図書館

川越市伊勢原町５－１－１

川越市北部地域ふれあいセンター

川越市大字山田1578－1

川越市なぐわし公園PiKOA（ぴこあ）

川越市鯨井１２１６

丸広百貨店

川越市新富町２－６－１

川越店

朝霞市保健センター

朝霞市本町1－7－3

ヤオコー

川越南古谷店

川越市泉町４－３

健康増進センター（わくわくどーむ）

朝霞市大字浜崎２７

ヤオコー

川越西口店

川越市新宿町１－17－1

朝霞市総合体育館

朝霞市青葉台１－８－１

ヤオコー

川越今福店

川越市大字今福1444

北朝霞公民館

朝霞市朝志ヶ丘１－４－１

川越運動公園総合体育館

川越市下老袋388－1

西朝霞公民館

朝霞市膝折町４－１９－１

川越水上公園（フィットネス棟）

川越市池辺880

東朝霞公民館

朝霞市根岸台６－８－４５

ドラッグセイムス 川越新宿店

内間木公民館

朝霞市田島２－１８－４７

朝霞駅前出張所

朝霞市仲町2－1－6－101

ヤオコー

朝霞市岡２－１２－８

朝霞岡店

ドラッグセイムス 朝霞台店

朝霞市東弁財3－13－25

カラオケビッグエコー

朝霞台駅前店

朝霞市浜崎1－3－10 AX-1ビル 3階

カラオケビッグエコー

朝霞駅前店

朝霞市本町２－4－1８

祭一丁ビッグエコー

朝霞店

朝霞市泉水１－７－９
入間市

入間市健康福祉センター

入間市上藤沢730－1

入間市役所

入間市豊岡1－16－1

入間市市民体育館

入間市豊岡４－２－１

東金子公民館

入間市大字小谷田77－3

金子公民館

入間市大字寺竹535－1

宮寺公民館

入間市宮寺2405－1

藤沢公民館

入間市大字下藤沢846－1

西武公民館

入間市大字野田496

入間市武道館

入間市鍵山3－10－20

さいたま緑の森博物館

入間市宮寺889－1

ドラッグセイムス 入間あずま町店

入間市東町7－1253－1

ドラッグセイムス 入間仏子店

入間市仏子839－1

カラオケビッグエコー

入間市東藤沢3－5－1

武蔵藤沢店

桶川市
さいたま文学館

桶川市若宮1－5－9

春日部市
春日部市保健センター

春日部市南１－１－７

ゆっく武里（健康福祉センター）

春日部市大枝８９ 武里団地７－４

庄和総合支所

春日部市金崎８３９－１

春日部市中央公民館

春日部市粕壁6918－1

内牧地区公民館

春日部市内牧４３９８

豊春地区公民館

春日部市上蛭田101－2

武里地区公民館

春日部市備後西１－１３－２

幸松地区公民館

春日部市牛島６６７－１

藤塚公民館

春日部市藤塚1670－1

川越市新宿町5－18－9

北本市
埼玉県自然学習センター

北本市荒井5－200

久喜市
久喜市役所（本庁舎）

久喜市下早見85－3

久喜市中央保健センター

久喜市本町５－１０－４７

ふれあいセンター久喜

久喜市青毛７５３－１

久喜市東公民館

久喜市久喜東１－２７－２０

毎日興業アリーナ久喜
メインアリーナ（第１体育館）

久喜市江面１６１６

菖蒲文化会館（アミーゴ）

久喜市菖蒲町菖蒲８５－１

栗橋文化会館（イリス）

久喜市伊坂１５５７

鷲宮東コミュニティセンター（さくら）

久喜市桜田３－１０－２

鷲宮公民館

久喜市鷲宮６－１－４

久喜菖蒲工業団地管理センター ★

久喜市河原井町19

久喜菖蒲公園

久喜市河原井町70

埼玉県立久喜図書館

久喜市下早見85－5

ドラッグセイムス 久喜本町薬局

久喜市本町1－1－16

熊谷市
妻沼運動公園

熊谷市飯塚２００－１

熊谷保健センター

熊谷市箱田１－２－３９

江南総合文化会館
「ピピア」

熊谷市千代３２５－１

大里生涯学習センター
「あすねっと」

熊谷市津田１－１

熊谷文化創造館 さくらめいと

熊谷市拾六間１１１－１

熊谷市スポーツ・文化村
「くまぴあ」

熊谷市原島３１５

熊谷市市民体育館

熊谷市桜木町２－３３－５

熊谷市役所

熊谷市宮町２－４７－１

熊谷スポーツ文化公園
（ドーム内）

熊谷市上川上300

埼玉県立熊谷図書館

熊谷市箱田5－6－1

循環器・呼吸器病センター

熊谷市板井1696

大麻生ゴルフ場

熊谷市大麻生753

熊谷さくら運動公園
（管理事務所内）

熊谷市小島157－1

妻沼中央公民館

熊谷市妻沼東1－1

★のタブレット端末は自動販売機内に設置されています。

令和3年4月1日現在

鴻巣市

入曽公民館

狭山市南入曽428−3

あたご公民館

鴻巣市原馬室３４６０－１

堀兼公民館

狭山市堀兼361

箕田公民館

鴻巣市稲荷町２６－３２

新狭山地区センター

狭山市新狭山2－17－1

田間宮生涯学習センター

鴻巣市登戸１４９

奥富公民館

狭山市下奥富1007－1

吹上生涯学習センター

鴻巣市吹上富士見１－１－１

柏原公民館

狭山市柏原1154

川里生涯学習センター

鴻巣市広田３１４１－１

水富公民館

狭山市根岸2－17－13

鴻巣市市民センター

鴻巣市赤見台１－１５－５

狭山市急患センター（正面玄関前）★

狭山市狭山台3－24

高齢者福祉センター コスモスの家

鴻巣市吹上本町５－４－７

狭山市保健センター

狭山市狭山台3－24

鴻巣市総合体育館

鴻巣市鴻巣８６４－１

狭山市役所

狭山市入間川1－23－5

コスモスアリーナふきあげ

鴻巣市明用６３６－１

ドラッグセイムス 上広瀬店

狭山市つつじ野1−42

鴻巣市役所
（新館）

鴻巣市中央1－1

ドラッグセイムス 根岸店

狭山市広瀬1−31−33

北新宿生涯学習センター

鴻巣市北新宿943

カラオケビッグエコー

狭山入曽店

狭山市北入曽688−1

上谷総合公園

鴻巣市上谷707

カラオケビッグエコー

狭山上広瀬店

鴻巣市立コミュニティふれあいセンター

鴻巣市登戸449

フードスクエアカスミ 鴻巣原馬室店

鴻巣市原馬室114－1

保健福祉総合センター（はぴすしらおか）

白岡市千駄野４４５

エルミこうのす ショッピングモール

鴻巣市本町1－1－2 エルミ鴻巣 1階

勤労者体育センター

白岡市新白岡３－２００－２

白岡市中央公民館

白岡市小久喜１２２７－１

越谷市

狭山市広瀬1−31−28

白岡市

越谷市保健センター

越谷市東越谷10－31

白岡市コミュニティセンター

白岡市白岡８５７－６

越谷市役所

越谷市越ヶ谷4－2－1

白岡市役所

白岡市千駄野４３２

越谷市南部出張所

越谷市南越谷1－2876－1

ウエルシア 白岡店

白岡市白岡１１４３－１

越谷市北部市民会館

越谷市恩間181－1

埼玉りそな銀行

白岡市小久喜１１１２－１

大相模地区センター・公民館

越谷市相模町3－42－1

セブンイレブン 新白岡駅西口店

荻島地区センター・公民館

越谷市南荻島190－1

ドラッグセイムス 白岡店

越谷市立図書館

越谷市東越谷4－9－1

埼玉県県民健康福祉村（ときめき元気館）

越谷市北後谷82

草加市立新田西文化センター

草加市清門3－49－1

越谷市蒲生寿町17－12

草加市保健センター

草加市中央1－5－22

老人福祉センター くすのき荘

越谷市大杉655

草加市スポーツ健康都市記念体育館

草加市瀬崎6－31－1

老人福祉センター ゆりのき荘

越谷市増林3－2－2

草加市民体育館

草加市松江1－1－8

老人福祉センター ひのき荘

越谷市川柳町2－507－1

そうか公園テニスコートクラブハウス

草加市柿木町272－1

埼玉りそな銀行

越谷市大沢3－8－5

草加市立勤労福祉会館

草加市旭町6－13－20

越谷市弥生町14－18

草加市立病院

草加市草加2－21－1

ドラッグセイムス 越谷西大袋店

越谷市大竹133−4

草加市立新里文化センター

ドラッグセイムス 越谷大沢店

越谷市大沢4−5−25

「ふらっと」
がもう

武蔵野銀行

北越谷支店

越谷支店

さいたま市

白岡支店

白岡市新白岡７－１２－６
白岡市千駄野939

草加市

草加市新里町９８３
秩父市

歴史文化伝承館

秩父市熊木町8－15

埼玉県庁

本庁舎（南玄関）

さいたま市浦和区高砂3－15－1

文化体育センター

秩父市大野原1470

埼玉県庁

第二庁舎（南玄関）

さいたま市浦和区高砂3－15－1

セブンイレブン秩父山田店

秩父市山田2669－7

埼玉会館

さいたま市浦和区高砂3－1－4

ベルク公園橋店

秩父市中村町4－3－24

彩の国すこやかプラザ

さいたま市浦和区針ヶ谷4－2－65

影森公民館

秩父市下影森184

歴史と民俗の博物館

さいたま市大宮区高鼻町4－219

吉田保健センター

秩父市下吉田6569－1

埼玉県立近代美術館

さいたま市浦和区常盤9－30－1

荒川公民館

秩父市荒川日野76－1

埼玉スタジアム２〇〇２公園

さいたま市緑区美園2－1

大滝総合支所

秩父市大滝4058

坂戸市

埼玉県森林科学館

秩父市中津川447

坂戸市役所（東口玄関）

坂戸市千代田1－1－1

坂戸市役所（北口玄関）★

坂戸市千代田1－1－1

鶴ヶ島市北市民センター

鶴ヶ島市大字脚折2171－1

坂戸市中央公民館

坂戸市千代田1－2－3

鶴ヶ島市南市民センター

鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘375－1

三芳野公民館

坂戸市大字横沼153－3

鶴ヶ島市東市民センター

鶴ヶ島市大字五味ヶ谷202

勝呂公民館

坂戸市大字石井1526

鶴ヶ島市西市民センター

鶴ヶ島市新町4－17－8

大家公民館

坂戸市大字森戸445

富士見市民センター

鶴ヶ島市富士見5－11－1

北坂戸公民館

坂戸市伊豆の山町17－54

大橋市民センター

鶴ヶ島市大字太田ヶ谷883

城山公民館

坂戸市西坂戸5－34－1

若葉駅前出張所（ワカバウォーク１階）

鶴ヶ島市富士見1－2－1

浅羽野公民館

坂戸市大字浅羽779－4

鶴ヶ島市役所（１Ｆロビー）

鶴ヶ島市大字三ツ木16－1

千代田公民館

坂戸市千代田4－12－6

ドラッグセイムス 鶴ヶ島脚折町4丁目店

坂戸市市民健康センター

坂戸市大字石井2327－3

入西地域交流センター（1階通路）★

坂戸市大字新堀159－1

健康増進施設サンテさかど
（2階アリーナ前）★

坂戸市にっさい花みず木1－3

坂戸駅南北自由通路（自動改札出口正面）★ 坂戸市日の出町1－1
中央図書館（東側道路沿い）★

坂戸市仲町1－23

文化施設オルモ（正面玄関脇）★

坂戸市芦山町1－2

坂戸市民総合運動公園（2階ロビー）★

坂戸市大字石井1550

高麗川コミュニティパーク（管理棟西側）
★

坂戸市西インター1－115

カラオケビッグエコー 坂戸店

坂戸市泉町2－7－7

ドラッグセイムス 北坂戸店

坂戸市末広町20−2

幸手市
幸手市役所

幸手市東4－6－8

幸手市中央公民館（中央地区市民センター） 幸手市緑台2－1－7
幸手市西公民館（西地区市民センター）

幸手市千塚117

幸手市北公民館（北地区市民センター）

幸手市内国府間867

幸手市南公民館（南地区市民センター）

幸手市上高野1194

幸手市東公民館（東地区市民センター）

幸手市下宇和田58－6

幸手市保健福祉総合センター ウェルス幸手

幸手市天神島1030－1

幸手市民文化体育館 アスカル幸手 ★

幸手市大字平須賀2380－1

狭山市
狭山市市民交流センター

狭山市入間川1－3－1

鶴ヶ島市

鶴ヶ島市脚折町4−2−11

所沢市
所沢市保健センター

所沢市上安松１２２４－１

所沢市役所

所沢市並木１－１－１

所沢市民体育館

所沢市並木５－３

こどもと福祉の未来館

所沢市泉町１８６１−１

ラーク所沢

所沢市花園2−2400−4

富岡まちづくりセンター

所沢市大字北岩岡117−1

小手指まちづくりセンター

所沢市北野南1−5−2

吾妻まちづくりセンター

所沢市久米2229−1

柳瀬まちづくりセンター

所沢市城964−8

三ケ島まちづくりセンター

所沢市三ケ島５−1639−1

狭山ヶ丘コミュニティセンター

所沢市若狭4−2478−4

所沢市東口市民ギャラリー

所沢市大字北秋津753−2

ところざわサクラタウン

所沢市東所沢和田3−31−3

所沢まちづくりセンター

所沢市元町27−5

小手指公民館分館

所沢市小手指町4−22−2

ファミリーマート 秋津駅北口店

所沢市上安松1−1

ファミリーマート 西武球場駅前店

所沢市上山口1418

いきものふれあいの里センター

所沢市荒幡782

戸田市
戸田市福祉保健センター

戸田市大字上戸田5－6

戸田市役所

戸田市上戸田1－18－1

★のタブレット端末は自動販売機内に設置されています。

戸田公園駅前行政センター

戸田市本町4－15－11

ドラッグセイムス 三郷中央薬局

彩湖・道満グリーンパーク管理事務所

戸田市美女木8－15－4

ドラッグセイムス 高州店

戸田市西部福祉センター

戸田市美女木5－2－16

新曽福祉センター

戸田市大字新曽1395

八潮市役所

八潮市中央1−2−1

上戸田地域交流センター（あいパル）

戸田市上戸田2－21－1

八潮市立保健センター

八潮市八潮8−10−1

やしお生涯楽習館

八潮市鶴ヶ曽根420−2

ゆまにて

八潮市南川崎523

心身障害者福祉センター（障害者福祉会館） 戸田市川岸2－4－8
東松山市

三郷市中央3−20−3
三郷市高州2－75

八潮市

東松山市役所

東松山市松葉町１－１－５８

八潮市文化スポーツセンター

八潮市八潮3－31

野本市民活動センター

東松山市下野本６１０－１

八潮市資料館

八潮市南後谷763－50

大岡市民活動センター

東松山市大谷３４００－１０

八條図書館・公民館

八潮市八條2753－46

唐子市民活動センター

東松山市下唐子１６０４－４

八潮市役所駅前出張所

高坂市民活動センター

東松山市宮鼻８６０－２

高坂丘陵市民活動センター

東松山市松風台８－２

吉川市総合体育館

吉川市上笹塚１－５８－１

平野市民活動センター

東松山市東平５６７－１

吉川市役所・長寿支援課

吉川市きよみ野１－１

松山市民活動センター

東松山市松本町１－９－３５

吉川市保健センター

吉川市吉川２－１－１３

東松山市民体育館

東松山市松葉町4－8－22

駅前市民サービスセンター

高坂図書館

東松山市元宿2－6－1

ドラッグセイムス 高坂店

東松山市大字高坂字参番町972−1

日高市

八潮市大瀬1−1−1

吉川市

吉川市木売１－５－３

和光市
和光市保健センター

和光市広沢1－5－51

和光市総合福祉会館

和光市南１－２３－１

武蔵台公民館

日高市武蔵台５－１－２

和光市勤労福祉センターアクシス

和光市新倉７－１０－７

総合福祉センター高麗の郷

日高市大字楡木２０１

新倉高齢者福祉センター歩楽里

和光市新倉1－20－39

日高市生涯学習センター

日高市大字鹿山３７０－２０

和光市総合体育館

和光市広沢３－１

文化体育館
「ひだかアリーナ」

日高市大字南平沢１０１０

坂下公民館

和光市新倉３－４－１８

日高総合公園

日高市大字高萩１５００

和光市白子コミュニティセンター

和光市白子２－１５－５１

武蔵高萩駅

日高市大字高萩

和光市吹上コミュニティセンター

和光市白子３－１４－１０

巾着田管理事務所

日高市大字高麗本郷125－2

和光市本町地域センター

和光市本町３－３

ドラッグセイムス 日高高萩店

日高市高萩2306−3

和光市牛房コミュニティセンター

和光市白子2－28－13

ドラッグセイムス 日高原宿店

日高市原宿210−6

医療法人社団明衣会天野医院

和光市新倉3−5−40

深谷市

蕨市

深谷市保健センター ★

深谷市本住町１７－１

蕨市保健センター

蕨市北町2－12－15

深谷市役所

深谷市仲町１１－１

蕨市歴史民俗資料館

蕨市中央5－17－22

深谷公民館 ★

深谷市仲町２０－２

蕨市東公民館

蕨市塚越3－19－13

明戸公民館 ★

深谷市蓮沼２５６

蕨市西公民館

蕨市錦町3－3－41

大寄公民館

深谷市起会８４－１

セブンイレブン 蕨南町4丁目店

蕨市南町4－6－28

豊里公民館

深谷市新戒６３９－１

セブンイレブン 蕨東口1番街店

蕨市塚越1－5－1

Ｌフォルテ（キララ上柴内）

深谷市上柴町西４－２－１４

交流プラザさくら

蕨市南町2－21－2

八基公民館

深谷市下手計１２０４

埼玉りそな銀行

南公民館

深谷市宿根６４５－１

岡部公民館

深谷市普済寺1626−3

川本公民館

深谷市菅沼１００9

花園公民館 ★

深谷市小前田２３４５－１

藤沢公民館

深谷市人見1967－1

深谷グリーンパーク パティオ ★

深谷市樫合７６３

仙元山公園テニスコート ★

深谷市上野台２５６８

川本農業者トレーニングセンター ★

深谷市畠山１５７７

アリオ深谷

深谷市上柴町西４－２－１４

ドラッグセイムス 深谷中央店

深谷市原郷213−4

富士見市
富士見市役所

富士見市鶴馬1800－1

富士見市健康増進センター

富士見市鶴馬３３５１－２

富士見市市民総合体育館

富士見市鶴馬１８８７－１

ピアザ☆ふじみ

富士見市ふじみ野東１－１６－６

鶴瀬西交流センター

富士見市鶴馬３５７５－１

みずほ台コミュニティセンター

富士見市西みずほ台１－１９－２

針ヶ谷コミュニティセンター

富士見市針ヶ谷１－３８

水谷東公民館

富士見市水谷東２－１２－１０

水谷公民館

富士見市水谷1－13－6

難波田城資料館

富士見市下南畑568－1

鶴瀬公民館

富士見市羽沢3－23－10

三郷市
三郷市健康福祉会館

三郷市花和田638－1

市役所 みさと団地出張所

三郷市彦成3－7－3－102

瑞沼市民センター

三郷市上彦名870

三郷市文化会館

三郷市早稲田5－4－1

鷹野文化センター

三郷市鷹野４－７０

東和東地区文化センター

三郷市新和3－261－2

彦成地区文化センター

三郷市彦野1－161

高州地区文化センター

三郷市高州3－60－1

三郷市コミュニティセンター

三郷市戸ヶ崎2－654

三郷中央におどりプラザ

三郷市中央1－14－2

埼玉りそな銀行

三郷市三郷1－4－4

三郷支店

MEGAドン・キホーテ 三郷店

三郷市さつき平1－1－1

イトーヨーカドー

三郷市ピアラシティ1－1－1

三郷店 ★

三郷チャンピオンズゴルフ

三郷市戸ヶ崎２－６８７

蕨支店

蕨市中央3－18－3
伊奈町

伊奈町役場

伊奈町中央4－355

伊奈町保健センター

伊奈町中央5－179 伊奈町総合センター 1階

伊奈町ふれあい活動センター
「ゆめくる」

伊奈町大字小室2450－1

埼玉県県民活動総合センター

伊奈町内宿台6－26

小鹿野町
道の駅両神温泉薬師の湯

小鹿野町両神薄２３８０

綿半ホームエイド 小鹿野店

小鹿野町下小鹿野１３６５

ヤオヨシ 小鹿野店

小鹿野町小鹿野２０００

ウエルシア 秩父小鹿野店

小鹿野町小鹿野１９７９

セブンイレブン 小鹿野バイパス店

小鹿野町小鹿野２０１３－３

小鹿野町長尾根農林産物直売所

小鹿野町長留２５２３

小鹿野文化センター

小鹿野町小鹿野１６７－１

小鹿野町般若の丘いきいき館

小鹿野町般若３６１

小鹿野町保健福祉センター

小鹿野町小鹿野300

小川町
小川町総合福祉センター（パトリアおがわ）

小川町大字腰越618

大河公民館

小川町大字腰越43

竹沢公民館

小川町大字勝呂799

八和田公民館

小川町大字上横田1776

ヤオコー

みどりが丘店

小川町みどりが丘2－8－1

ヤオコー

小川ショッピングセンター

小川町大字大塚1152－1

埼玉伝統工芸会館

小川町大字小川1220

ふれあいプラザおがわ

小川町東小川5－25－5

小川町役場

小川町大字大塚55

杉戸町
杉戸町役場

杉戸町清地2－9－29

アグリパークゆめすぎと

杉戸町才羽823－2

杉戸町生涯学習センター

杉戸町大島477－8

杉戸町中央公民館

杉戸町杉戸3－9－5

杉戸町西公民館

杉戸町高野台西3－3－1

杉戸町保健センター

杉戸町堤根4745－1

杉戸深輪産業団地地区センター

杉戸町深輪317－5

エコ・スポいずみ

杉戸町木津内524

杉戸町南公民館

杉戸町堤根4089－1

ドラッグストアセキ 下高野店

杉戸町下高野313－73

ウエルシア 杉戸倉松店

杉戸町倉松1－3－1

★のタブレット端末は自動販売機内に設置されています。

長瀞町

(株)カスミ フードスクエア宮代店

宮代町道佛1－1－50

長瀞町役場

長瀞町大字本野上1035－1

(株)マルヤ 姫宮店

宮代町東姫宮1－1－21

長瀞町中央公民館

長瀞町大字野上下郷3312

(株)マルヤ 和戸店

宮代町和戸3－2－6

長瀞町保健センター

長瀞町大字本野上1021

ドラッグストアセキ 姫宮店

長瀞町シルバー人材センター

長瀞町大字岩田1720

埼玉県立自然の博物館

長瀞町大字長瀞1417－1

毛呂山町保健センター

毛呂山町大字川角305－1

多世代ふれ愛ベース長瀞 ★

長瀞町大字本野上136－11

毛呂山町役場

毛呂山町中央2－1

ウエルシア 長瀞店

長瀞町大字長瀞329

毛呂山町中央公民館

毛呂山町岩井西1－15－1

長瀞町観光案内所

長瀞町大字長瀞529－1

ウィズもろやま（毛呂山町福祉会館）

毛呂山町岩井西5－16－1

毛呂山町老人福祉センター

毛呂山町大字阿諏訪1527－1

宮代町川端３－９－２０

毛呂山町

滑川町

山根荘

滑川町コミュニティセンター

滑川町大字羽尾2440－1

毛呂山町歴史民俗資料館

毛呂山町大字大類535－1

滑川町保健センター

滑川町大字羽尾4972－8

毛呂山町総合公園体育館

毛呂山町大字大谷木443

森林公園南口休憩所

滑川町大字山田1920

毛呂山町東公民館

毛呂山町大字川角298－1

埼玉森林病院

滑川町大字和泉704

ドラッグセイムス 武州長瀬駅前店

埼玉縣信用金庫

森林公園支店

毛呂山町南台5－16－1

滑川町みなみ野2－5－1

横瀬町

滑川町文化スポーツセンター

滑川町大字都191

横瀬町役場

横瀬町大字横瀬4545

ヤオコー つきのわ駅前店

滑川町月の輪1－4－1

横瀬町町民会館

横瀬町大字横瀬2000

滑川町大字土塩539－2

横瀬町総合福祉センター

横瀬町大字横瀬1240

横瀬児童館

横瀬町大字横瀬4377－1

セブンイレブン 滑川土塩店

鳩山町
鳩山町保健センター

鳩山町大字大豆戸183－1

道の駅果樹公園あしがくぼ

横瀬町大字芦ヶ久保1915－6

鳩山町役場

鳩山町大字大豆戸184－16

武蔵野銀行

横瀬町大字横瀬4348－1

鳩山町地域包括ケアセンター

鳩山町松ヶ丘4－1－4

ヤオヨシ 横瀬店

横瀬町大字横瀬5821－2

鳩山町町民体育館

鳩山町鳩ヶ丘5－16－2

埼玉県県民の森（3/1～11/30まで開館）

横瀬町大字芦ヶ久保字丸山北平896

鳩山町今宿コミュニティセンター

鳩山町大字赤沼2601

西武鉄道

横瀬町横瀬4067

鳩山町立図書館

鳩山町松ヶ丘3－19－1

ウォーターパーク シラヤマ★

横瀬町横瀬1913－41

鳩山町中央公民館

鳩山町大字赤沼1715－1

寺坂棚田

横瀬町横瀬1868－1

鳩山町コミュニティ・マルシェ

鳩山町松ヶ丘1－2－4

道の駅果樹公園あしがくぼ（駐車場側）
★

横瀬町芦ヶ久保1915－6

鳩山農産物直売所

鳩山町大字石坂1014－1

ドラッグセイムス 秩父横瀬店

横瀬町横瀬5789－5

澤屋商店

鳩山町大字泉井610－2

ウエルシア 秩父横瀬店

横瀬支店

横瀬駅（観光案内所前）
★
駐車場★

横瀬町大字横瀬4273－1

吉見町

松伏町
松伏町保健センター

松伏町大字松伏428

吉見町役場

吉見町大字下細谷４１１

松伏町役場

松伏町松伏2424

悠友館

吉見町大字下細谷１２１３

北部サービスセンター

大字築比地678－4

吉見町民体育館

吉見町大字中新井４９３－１

まつぶし緑の丘公園

大字大川戸2606－1

フレンドシップハイツよしみ

吉見町大字黒岩６０２

松伏町B&G海洋センター

松伏町ゆめみ野東3－14－8

吉見町老人福祉センター

吉見町大字大串２８４３

いなげや 松伏店

松伏町松葉1－5－3

道の駅

セブンイレブン 松伏下赤岩店

松伏町大字下赤岩204－12

吉見町民会館 フレサよしみ

セブンイレブン 松伏町松伏店

松伏町松伏3220－1

荒川荘

いちごの里よしみ

吉見町大字久保田１７３７
吉見町大字中新井508

嵐山町
嵐山町役場

嵐山町杉山1030－1

皆野町大字皆野７７５

嵐山町健康増進センター

嵐山町杉山1030－1

ふれあいプール・ホット

皆野町大字皆野２２３２－１

ふれあい交流センター

嵐山町菅谷445－1

道の駅

皆野町大字皆野３２３６－３５

B&G海洋センター

嵐山町鎌形855

皆野町大字大渕１０３－１

活き活きふれあいプラザやすらぎ

嵐山町吉田1951－1

ヤオコー皆野店

皆野町大字皆野１８３８－１

知識の森

嵐山町立図書館

嵐山町むさし台3－10－10

皆野町役場

皆野町大字皆野１４２０－１

ヤオコー

嵐山バイパス店

嵐山町平沢土地区画整理地内31街区11

皆野病院

皆野町大字皆野2031－1

嵐山町ステーションプラザ嵐なび

皆野町
イチワタ薬局

皆野バイパス店

みなの

皆野町老人福祉センター

長生荘

嵐山町菅谷100－4

東秩父村

宮代町
宮代町保健センター

宮代町字百間１１１９

東秩父村保健センター

東秩父村大字坂本１２８４－１

宮代町役場

宮代町笠原１－４－１

東秩父村役場

東秩父村大字御堂６３４

宮代町立図書館

宮代町字百間１１３９

東秩父村コミュニティセンター（やまなみ）

東秩父村大字御堂３６９

コミュニティセンター進修館

宮代町笠原１－１－１

トータルサポートセンター（和紙の里内）

東秩父村大字御堂４４１

宮代町総合運動公園ぐるる宮代

宮代町大字和戸１８３４

東秩父郵便局

東秩父村大字安戸１５７

はらっパーク宮代

宮代町字金原２９５

槻川郵便局

セブンイレブン 宮代須賀店

宮代町大字須賀２２６０－１

埼玉中央農協

東秩父村大字坂本１３０２－４

東秩父支店

東秩父村大字御堂633－1

★のタブレット端末は自動販売機内に設置されています。

最新の設置場所はホームページでご確認ください。
設置場所に関するお問合せは

埼玉県コバトン健康マイレージ事務局
WEB・お問合せ

https://kobaton-mileage.jp/
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☎ 0570-035810
おー！みんなのコ
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受付時間 ： 月〜土9:00〜17:00
※日・祝日、年末年始はお休み

通話料金は発信者の負担となります。

〒330-9091 さいたま新都心郵便局

私書箱159号
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