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 2021年 9月 27日 

株式会社 JR東日本クロスステーション 

リテールカンパニー 

 

「NewDays キャッシュレス＆スピーディキャンペーン」（第三弾）の実施について 
 

 株式会社 JR 東日本クロスステーション リテールカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：

白石 敏男）では、セルフレジでお買いものをすると便利でお得な「NewDays キャッシュレス＆スピーディ

キャンペーン」（第三弾）を東京駅（第一弾）、首都圏 6 駅（第二弾）に引き続き、セルフレジを設

置している NewDays、NewDaysKIOSK 全 376 店舗で実施します。 

 キャンペーン期間中、ＪＲ東日本管内の NewDays、NewDaysKIOSK のセルフレジでお買いものをさ

れると、お会計金額から５％割引、さらに JRE POINT に登録した Suica であれば JRE POINT が２

倍貯まります。 

 この機会にぜひ NewDays のセルフレジをご利用いただき、キャッシュレスでスピーディーなお買いものをお

楽しみください。 

 

１ キャンペーン名称 

NewDays キャッシュレス＆スピーディキャンペーン 

 

２ 実施期間 

2021 年 10 月 5 日（火）～2021 年 10 月 18 日（月） 

    

３ 特典内容 

ＪＲ東日本管内の NewDays、NewDaysKIOSK のセルフレジでお買いものをすると、 

⑴ お会計金額から５％割引きします。 

⑵ さらに、JRE POINT に登録した Suica を利用した 200 円（税込）以上のお買いものであれば、JRE 

POINT が通常の２倍貯まります。 

 

４ 対象店舗 

セルフレジを設置している NewDays、NewDaysKIOSK 全 376 店舗（別紙） 

   各店舗の営業時間等の詳細は当社 HP にてもしくは、店頭でご確認ください。 

 

５ その他 

⑴ たばこ、新聞、雑誌等の一部商品は割引対象外です。 

⑵ JRE POINT に登録した Suica でのお買いものでない場合、ポイントは貯まりません。 

⑶ JRE POINT カードのご提示ではポイントは貯まりません。 
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お客さまご自身でお会計していただくレジです。 

各種電子マネー、クレジット、バーコード決済な

どをご利用いただけます。 

参 考 
セルフレジ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JRE POINT 

JR 東日本グループのさまざまなサービスでご利用いただける JR 東日本のグループ共通ポイントです。駅ビルや

エキナカでのお買いものや、JR 東日本の鉄道利用のほか、ビューカードのクレジット決済などでポイントを貯める

ことができます。貯めたポイントは、駅ビルなどでのお買いものや Suica へのチャージ、特典チケットへの交換など

さまざまな場面でご利用いただけます。詳しくは JRE POINT WEB サイトをご覧ください。 

＜JRE POINT WEB サイト＞https://www.jrepoint.jp/ 

 

 

 

※NewDays、NewDaysKIOSK で の お 買 い も の は 、JRE 

POINTカードのご提示ではポイントは貯まりません。また、

お支払いにポイントをご利用いただくことはできません。 

Suica は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

PASMO は株式会社パスモの登録商標です。 
Kitaca は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
TOICA は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

manaca（マナカ）は株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。 
ICOCA は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
SUGOCA は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

nimoca は西日本鉄道株式会社の登録商標です。 
はやかけんは福岡市交通局の登録商標です。 

https://www.jr-cross.co.jp/
https://www.jrepoint.jp/
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県名 駅名 店舗名 県名 駅名 店舗名

青森県 八戸 NewDaysミニ 八戸1号(2F 改札外 コンコース) NewDays 大宮西改札口(2F 南口 改札外)

NewDays KIOSK 盛岡駅新幹線ホーム(1F 東北新幹線上りホーム) NewDays 大宮西口(2F 南口改札内 コンコース)

NewDays 盛岡22号(2F 新幹線改札内) NewDays 大宮東口(2F 自由通路中央改札 南口脇)

NewDays 盛岡フェザン店(1F フェザン内) NewDays エキュート大宮 ノース(北改札内)

NewDays エスパル仙台(エスパル仙台 東館2F) 東大宮 NewDays 東大宮(1F 東口ロータリー)

NewDays 仙台(2F 在来線コンコース) 蓮田 NewDays 蓮田(2F 改札内コンコース)

NewDays 仙台新幹線南改札内(3F 南改札内) 久喜 NewDays 久喜(2F 改札内正面)

NewDays 仙台西口(1F ホテルメトロポリタン側) 栗橋 NewDays KIOSK 栗橋駅店(2F 改札脇)

NewDaysミニ 仙台10号(2F 中央改札口外 コンコース) 戸田 NewDays 戸田(1F 改札外 ビーンズ戸田)

NewDaysミニ 仙台34号(3F 新幹線コンコース) 北戸田 NewDays 北戸田(1F 改札外)

NewDaysミニ 仙台5号(1F Dila仙台内) 南与野 NewDays 南与野(1F 改札外)

NewDays JR仙台イーストゲートビル(東口改札外 JR仙台イーストゲートビル 1F) 与野本町 NewDays KIOSK 与野本町改札内店(1F 改札内 コンコース)

陸前原ノ町 NewDays 陸前原町(1F 待合室) 北与野 NewDays 北与野(2F 改札外)

多賀城 NewDays 多賀城(1F 改札内) NewDays 川越(1F 改札外)

南仙台 NewDays 南仙台(1F 改札外コンコース) NewDays 川越中央(2F 改札内)

長町 NewDays 長町(1F 東口 ロータリー) 宮原 NewDays KIOSK 宮原駅改札外店(2F 改札外コンコース東口)

塩釜 NewDays 塩釜(1F 改札外コンコース（駅構内仙台方）) NewDays KIOSK 上尾駅コンコース店(2F 改札内コンコース)

秋田県 秋田 NewDays 秋田ぽぽろーど店(2F 中央改札口正面) NewDays 上尾(2F 改札外)

NewDays 山形エスパル(1F 改札外 エスパル内) 桶川 NewDays 桶川ミニ１(2F 改札内)

NewDaysミニ 山形2号(1F 新幹線改札内 コンコース) 北本 NewDays 北本(2F 改札外)

福島 NewDaysミニ 福島21号(2F 新幹線コンコース) NewDays 熊谷(2F 北口改札外)

NewDays KIOSK 郡山駅新幹線上りホーム(1F 新幹線上りホーム 東京方) NewDaysミニ 熊谷1号(2F 改札内 コンコース)

NewDays KIOSK 郡山駅磐越西線ホーム店(1F 磐越西線ホーム) 籠原 NewDays 籠原(2F 改札外)

NewDays エスパル郡山(1F 西口コンコース) 深谷 NewDays 深谷(1F 改札外脇)

NewDaysミニ 郡山8号(2F 新幹線コンコース) 本庄 NewDays KIOSK 本庄駅改札内コンコース店(2F 改札内コンコース)

いわき NewDays いわき(2F 改札内正面コンコース) 与野 NewDays 与野(2F 改札外 コンコース)

牛久 NewDaysミニ 牛久2号(2F 改札内コンコース) 北浦和 NewDays 北浦和(1F 西口改札外)

ひたち野うしく NewDays KIOSK ひたち野うしく(2F 改札脇) 蕨 NewDays KIOSK 蕨駅西口店(1F 改札外西口 階段下)

土浦 NewDaysミニ 土浦5号(2F 改札内 コンコース) 川口 NewDays 川口中央(2F 改札外 コンコース)

石岡 NewDays 石岡(2F 改札外) 東川口 NewDays 東川口(1F 改札外正面)

NewDaysミニ 水戸1号(2F 改札外脇 コンコース) 南流山 NewDays 南流山(1F 改札外)

NewDaysミニ 水戸7号(2F 改札内 コンコース) 新松戸 NewDays 新松戸改札外(1F 改札外)

勝田 NewDays 勝田(2F 改札外コンコース) 市川大野 NewDaysミニ 市川大野1号(1F 改札外)

東海 NewDaysミニ 東海(2F 改札外脇) NewDays KIOSK 西船橋駅改札内店(2F 改札内コンコース)

大甕 NewDays 大甕(1F 改札外コンコース) NewDays 西船橋(2F 改札外)

常陸多賀 NewDays 常陸多賀(1F 改札外コンコース) NewDaysミニ 西船橋5号(2F 改札内 武蔵野線連絡通路)

日立 NewDaysミニ 日立(2F 改札外 コンコース) NewDays 市川1号(2F 北口（改札外）)

古河 NewDays 古河(1F 改札外) NewDays 市川5号(1F 快速ホーム両国方)

小山 NewDays Dila小山(2F 西口改札内コンコース) NewDaysミニ 市川2号(2F 改札外 コンコース)

宇都宮 NewDays 宇都宮中央(2F 改札外 正面 パセオ内) 本八幡 NewDays 本八幡(B1F 改札外コンコース)

栃木 NewDays 栃木(1F 改札外) 下総中山 NewDays 下総中山(1F 改札外正面)

NewDays 高崎1号(2F 新幹線直通改札外) NewDays 船橋(2F 改札外脇)

NewDays 高崎21号(2F 新幹線コンコース) NewDays 船橋3号(1F 緩行ホーム両国方)

NewDaysミニ 高崎24号(2F 在来線コンコース) NewDaysミニ 船橋5号(1F 快速ホーム 東京方)

NewDaysミニ 高崎西口(2F 自由通路) 東船橋 NewDays 東船橋(2F 改札外改札脇)

前橋 NewDaysミニ前橋1号(1F 改札外脇) NewDays KIOSK 津田沼駅改札外コンコース店(2F 改札外コンコース)

伊勢崎 NewDaysミニ 伊勢崎(1F 改札外) NewDays ペリエ津田沼(2F 改札外)

東所沢 NewDays 東所沢(1F 改札外 横) 幕張本郷 NewDaysミニ 幕張本郷1号(2F 改札外 コンコース)

新座 NewDays 新座(1F 改札外) 幕張 NewDays 幕張(2F コンコース)

武蔵浦和 NewDays 武蔵浦和(2F 改札外脇) 新検見川 NewDays 新検見川(2F 橋上改札外正面 コンコース)

南浦和 NewDays 南浦和(2F 改札外 正面) 稲毛 NewDaysミニ 稲毛1号(1F 西口 コンコース)

東浦和 NewDays 東浦和(2F 改札外) 西千葉 NewDays 西千葉(1F 改札外左)

南越谷 NewDays 南越谷(2F 改札内) NewDays ペリエ千葉中央改札外(3F ペリエ千葉 中央改札外)

吉川 NewDays 吉川(1F 改札外) NewDays ペリエ千葉中央改札内南(3F ペリエ千葉 中央改札内南)

三郷 NewDays 三郷(1F 南口ロータリー) NewDays モノレール千葉(3F 改札脇コンコース)

越谷レイクタウン NewDays 越谷レイクタウン(1F 改札内コンコース) 都賀 NewDays KIOSK 都賀駅改札内店(2F 改札内コンコース)

NewDays KIOSK 浦和駅改札内北店(1F 改札アトレ北口寄り) 四街道 NewDaysミニ 四街道1号(2F 改札外 コンコース)

NewDays 浦和西口(1F 改札外) 佐倉 NewDaysミニ 佐倉1号(2F 佐倉橋上コンコース改札脇)

さいたま新都心 NewDays さいたま新都心(2F 改札外 横（橋上東口側）) 成東 NewDaysミニ 成東1号(1F 改札外)

NewDays エキュート大宮(中央(南) 改札内コンコース) 松戸 NewDays 松戸(3F 改札外)

NewDays 大宮(2F 自由通路中央改札 北口脇) NewDaysミニ 柏1号(2F 中央口改札内コンコース)

NewDays 大宮3号(2F 北改札内) NewDaysミニ 柏2号(2F 南口改札内 コンコース)

川越

上尾

山形県 山形

福島県

熊谷

郡山

茨城県

水戸

千葉県

西船橋

市川

栃木県

群馬県

埼玉県

大宮
岩手県 盛岡

宮城県

仙台

高崎
船橋

津田沼

埼玉県

千葉

浦和

大宮
柏

別 紙 
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県名 駅名 店舗名 県名 駅名 店舗名

我孫子 NewDays 我孫子(1F 改札外 南口1F) NewDays JR南新宿ビル(JR南新宿ビル2F エントランス脇)

天王台 NewDays KIOSK 天王台駅改札外店(2F 改札外コンコース) NewDays 新宿(B1F 東改札外)

本千葉 NewDaysミニ 本千葉1号(2F 改札外 コンコース) NewDays 新宿南口(2F 南口改札内(15番・16番ホーム階段横))

蘇我 NewDays 蘇我(2F 改札内コンコース Dila蘇我内) 高田馬場 NewDays 高田馬場(1F 早稲田口改札内)

鎌取 NewDays KIOSK 鎌取駅改札内店(2F 改札内コンコース) 目白 NewDays 目白(1F 改札内コンコース)

誉田 NewDaysミニ 誉田1号(2F 改札外) NewDays 池袋15号(1F 1・2番線赤羽方)

土気 NewDays 土気(2F 改札内正面) NewDays 池袋西口(B1F 改札外中央通路 西口階段脇)

大網 NewDaysミニ 大網1号(1F 改札外脇) NewDays 池袋中央南(B1F 改札内 南口コンコース)

茂原 NewDays 茂原(1F 改札外脇) NewDays 池袋北口(B1F 改札外北通路)

五井 NewDays 五井(2F 改札外 改札正面) 大塚 NewDays 大塚(1F 改札内正面)

君津 NewDays KIOSK 君津駅改札外店(2F 改札外コンコース) NewDays 巣鴨(1F 改札外正面)

NewDays 舞浜(2F 改札外 ホテルドリームゲート内) NewDaysミニ 巣鴨4号(B1F ホーム 駒込方)

NewDaysミニ 舞浜3号(2F 改札内) NewDays KIOSK 駒込駅東口店(1F 東口改札外)

NewDays 新浦安(2F 改札外) NewDays 駒込(1F 改札外 JR東日本ホテルメッツ駒込)

NewDaysミニ 新浦安4号(2F 改札内 コンコース) NewDays KIOSK 田端北改札内店(1F 北改札内コンコース)

NewDays 南船橋(2F 改札外正面) NewDays 田端(1F 改札外アトレ田端内)

NewDays 南船橋1号(2F 改札内コンコース) NewDays KIOSK 西日暮里駅改札外店(1F 出札コンコース)

新習志野 NewDays 新習志野(1F 改札外 コンコース) NewDays 西日暮里(1F 改札内コンコース)

NewDays 海浜幕張中央(1F 改札内) 日暮里 NewDays エキュート日暮里(2F 北改札内脇)

NewDays 海浜幕張北口(1F 改札外・北口) NewDays KIOSK 上野駅中央改札内店(1F 中央改札内 正面)

検見川浜 NewDaysミニ 検見川浜1号(2F 改札外 脇) NewDays エキュート上野 公園通路(3F エキュート上野 公園通路)

稲毛海岸 NewDaysミニ 稲毛海岸1号(2F 改札外コンコース) NewDays エキュート上野 大連絡橋(3F エキュート上野 大連絡橋通路)

千葉みなと NewDays 千葉みなと(M1F 改札外) NewDays 上野幹線通路(1F 新幹線1Fコンコース)

成田 NewDays 成田(2F 改札外) NewDays 上野中央口(1F 中央改札内・脇)

佐原 NewDays 佐原(1F 改札外) NewDays 上野入谷改札外(3F 入谷改札外(パンダ橋口))

大久保 NewDaysミニ 大久保1号(1F 北口改札外) NewDays 上野不忍口(1F 不忍口改札外 アトレ上野 七番街)

NewDays エキュート京葉ストリート(1F 八重洲南改札内 エキュート京葉ストリート内) NewDaysミニ 上野11号(2F 11・12番線ホーム)

NewDays グランスタ東京中央通路(1F 中央通路 丸の内側) NewDaysミニ 上野1号(2F 16･17番(常磐線特急)ホーム)

NewDays グランスタ八重洲北口(1F 八重洲北口 改札外) NewDaysミニ 上野5号(B3F 新幹線コンコース大宮方)

NewDays 東京八重洲南(1F 八重洲南口 改札内) NewDays エキュート上野 公園改札外(3F 公園口改札外)

NewDays 八重洲中央改札内(1F 八重洲中央改札内) NewDays KIOSK 秋葉原駅6番線ホーム東店(4F 6番線総武下りホーム 千葉方)

NewDaysミニ 丸地下7号(B4F 丸の内B4F 改札内) NewDays 秋葉原(1F ホテルメッツ秋葉原1F)

NewDaysミニ 京葉1A(B4F 京葉地下1・2番線ホーム 八丁堀方) NewDaysミニ 秋葉原1号(3F 5番線 総武線上りホーム 中央)

NewDaysミニ 京葉1B(B4F 京葉地下1・2番線ホーム 丸の内方) NewDays KIOSK 神田駅北口店(1F 北口改札外)

NewDaysミニ 京葉2A(B4F 京葉地下3・4番線ホーム 八丁堀方) NewDays 神田北口(1F 北口改札内正面)

NewDaysミニ 京葉2B(B4F 京葉地下3・4番線ホーム 丸の内方) NewDays KIOSK 浜松町駅南口改札内店(1F 南口改札内コンコース)

NewDaysミニ 東ホ3A(2F 東海道線7･8番線ホーム 新橋方) NewDays KIOSK 浜松町駅北口改札外店(1F 改札外コンコース)

NewDays グランスタ丸の内南口(B1F 丸の内地下南口 改札外) NewDays 浜松町(1F 南口改札外コンコース)

NewDays KIOSK グランスタ丸の内中央口(B1F 丸の内地下中央口 改札内) NewDays KIOSK 田町駅南改札内店(1F 南改札内コンコース)

NewDays グランスタ丸の内北口(B1F 丸の内地下北口 改札外) NewDays 田町(1F 改札内北コンコース)

NewDays KIOSK 東京駅丸の内南口改札内(1F 南通路（丸の内方） 1番線エスカレーター脇) 府中本町 NewDays 府中本町(1F 改札内)

NewDays KIOSK 東京駅総武地下4階(B4F 改札内 総武地下4F 千葉方エスカレーター下) NewDays 立川(2F 改札外 東改札口脇コンコース)

NewDays KIOSK 東京駅中央線ホーム北(2F 中央線（高架）1・2番線ホーム 神田方) NewDaysミニ 立川5号(1F 1・2番（青梅線）ホーム)

NewDays KIOSK 東京駅八重洲北改札外(1F 八重洲北口 改札外) NewDaysミニ 立川6号(1F 3・4番（中央線）上りホーム)

NewDays グランスタ東京北通路(北通路 グランスタ東京内) NewDaysミニ 立川下り(1F 5・6番（中央線）下りホーム中央)

NewDays KIOSK 新橋駅汐留口店(1F 烏森口改札外 ゆりかもめ乗換口そば) NewDaysミニ 立川南武(1F 7・8番線ホーム（南武線）)

NewDays 新橋北改札内(北改札内) 西府 NewDays 西府(2F 改札外)

NewDays KIOSK 品川駅山手線ホーム北店(1F 1・2番線（山手）ホーム 中央) 北府中 NewDays 北府中(1F 道路脇)

NewDays 品川中央(2F 北改札外 正面券売機脇) NewDays 西国分寺1号(2F 改札内改札脇)

NewDays KIOSK エキュート品川 サウス(2F エキュート品川 サウス内) NewDays 西国分寺2号(2F 改札内・中央線上りホーム（高尾方）)

NewDays＋くすり エキュート品川 サウス（コンビニ）(2F エキュート品川 サウス内) 新小平 NewDays 新小平(1F 改札外)

NewDays 大崎(2F 改札内) 町田 NewDays 町田(2F 改札内)

NewDays 大崎南口(2F 南口改札内) 八王子 NewDays 八王子(2F 改札外コンコース（改札外北口側）)

NewDays 大崎北口(2F 北口改札外正面) NewDaysミニ 四ツ谷2号(B1F 麹町口コンコース)

五反田 NewDays 五反田(1F 改札外正面) NewDaysミニ 四ツ谷4(B1F 赤坂口 改札外)

目黒 NewDaysミニ 目黒2号(B1F ホーム五反田方) 吉祥寺 NewDays アトレ吉祥寺(2F 中央改札口外正面)

NewDays 恵比寿(1F 西口改札内正面) 三鷹 NewDays 三鷹(3F 改札外コンコース)

NewDaysミニ 恵比寿2号(3F 東口改札外脇) 国分寺 NewDays 国分寺(改札外正面)

渋谷 NewDays KIOSK 渋谷中央改札内(1F 中央改札内コンコース) 日野 NewDays 日野(1F 改札内)

原宿 NewDays 原宿(1F 表参道口改札外) 西八王子 NewDays KIOSK 西八王子駅改札内(2F 改札内コンコース 改札正面)

代々木 NewDays 代々木(1F 西口改札外) 御茶ノ水 NewDays 御茶ノ水改札内(改札内)

新宿 NewDays JR東京総合病院(1F サザン口改札外 JR東京総合病院) 中野 NewDaysミニ 中野8号(2F 第3ホーム5・6番線ホーム)

舞浜

駒込

新浦安

田端

南船橋

恵比寿

西日暮里

海浜幕張

上野

東京都

東京

秋葉原

神田

浜松町

田町

立川

千葉県

東京都

新宿

池袋

巣鴨

新橋

品川 西国分寺

大崎

四ツ谷
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県名 駅名 店舗名 県名 駅名 店舗名

高円寺 NewDays 高円寺(1F 改札外) NewDays 川崎中央南改札(3F 中央南改札外コンコース)

阿佐ヶ谷 NewDays ビーンズ 阿佐ヶ谷(1F 改札正面) NewDays 川崎東口(1F 改札外)

荻窪 NewDays KIOSK 荻窪駅西口改札外店(2F 西口改札外左脇) NewDays KIOSK 横浜横須賀線ホーム店(1F 横須賀線9・10番線ホーム)

NewDays 西荻窪(1F 改札外脇) NewDays 横浜中央(B1F 中央自由通路 京浜急行改札脇（券売機横）)

NewDaysミニ 西荻窪5号(M1F 改札内 正面階段上) NewDays 横浜中央北(B1F 中央北口改札内 横須賀線階段脇)

NewDays 武蔵境(B1F 改札外改札脇) NewDays 横浜南口(B1F 改札内 南口コンコース)

NewDays 武蔵境nonowa口店(1F nonowa改札口外) NewDays 横浜北口(B1F 北改札外脇)

武蔵小金井 NewDays 武蔵小金井(1F 改札内 下りホーム側階段下) NewDays シァル横浜(中央通路)

国立 NewDays 国立(1F 改札外) NewDays 戸塚(2F 橋上正面改札外)

千駄ケ谷 NewDays 千駄ケ谷(1F 改札外) NewDays 戸塚地下(B1F B改札外脇)

信濃町 NewDays 信濃町(1F 改札外・正面) NewDaysミニ 戸塚3号(2F 橋上改札内正面)

市ケ谷 NewDays 市ヶ谷(2F 改札外正面) NewDays 大船南口(2F 南口改札外)

NewDays 飯田橋東口(1F 東口改札外) NewDays 大船北口(2F 北口改札内)

NewDays エキュートエディション 飯田橋西口(西口改札外) 藤沢 NewDays 藤沢(2F 改札外)

NewDays エドモント飯田橋(ホテルメトロポリタンエドモントイーストウイング1F) 辻堂 NewDays 辻堂(2F 南口改札外階段下)

水道橋 NewDays 水道橋西口(1F 西口道路脇) NewDays KIOSK 茅ヶ崎駅改札内店(1F 改札内コンコース)

両国 NewDaysミニ 両国8号(1F 改札外) NewDays 茅ヶ崎(2F 改札外(正面付近))

NewDays 亀戸(2F 北口改札外脇) NewDays 平塚(1F 東口改札外)

NewDaysミニ 亀戸1号(1F 北口改札内) NewDaysミニ 平塚1号(1F 西口改札外（橋上駅舎）)

平井 NewDays 平井(1F 改札外) 二宮 NewDays 二宮(2F 改札外)

新小岩 NewDays 新小岩改札外(改札外) 国府津 NewDays 国府津(1F 改札外)

小岩 NewDays 小岩(2F 改札内) NewDays 小田原中央(1F 改札外)

新日本橋 NewDaysミニ 新日本橋1号(1F コンコース) NewDaysミニ 小田原2号(1F 上りホーム中央)

馬喰町 NewDaysミニ 馬喰町1号(B1F コンコース西口側) 湯河原 NewDays 湯河原(1F 改札外脇)

中神 NewDays KIOSK 中神駅改札内店(2F 改札内コンコース) 矢向 NewDaysミニ 矢向1号(1F 改札脇)

NewDays KIOSK 昭島駅改札内店(2F 改札内コンコース) NewDays 武蔵小杉(2F 改札内コンコース)

NewDays 昭島(2F 改札外 コンコース) NewDays 武蔵小杉1号(2F 橋上改札口脇)

拝島 NewDays 拝島(2F 改札内 Dila拝島内) 武蔵中原 NewDays 武蔵中原(2F 改札前)

福生 NewDays 福生1号(2F 改札外 正面) NewDays 武蔵溝ノ口(1F JR東日本ホテルメッツ溝ノ口1F)

小作 NewDays KIOSK 小作(2F 改札内コンコース) NewDays KIOSK 武蔵溝ノ口駅改札内(1F 改札内コンコース)

武蔵五日市 NewDays 武蔵五日市(1F 改札外正面) 登戸 NewDays 登戸(2F 改札内正面)

尾久 NewDays 尾久(1F 改札外駅 前広場内) NewDays 鶴見(1F 改札内コンコース（鶴見線改札横）)

NewDays エキュート赤羽店(1F 北口改札内 エキュート赤羽内) NewDays 鶴見西口(1F 西口改札外（階段下）)

NewDays 赤羽(1F 改札外脇) 東神奈川 NewDays 東神奈川(2F 改札外脇)

NewDaysミニ 赤羽2号(1F 南口改札内コンコース) 菊名 NewDays KIOSK 菊名改札外(1F 改札脇外)

NewDaysミニ 赤羽3号(1F 南口改札外脇) NewDays 鴨居(1F 南口)

NewDays 亀有(1F 改札外正面) NewDaysミニ 鴨居2号(1F 改札内)

NewDaysミニ 亀有1号(3F 常磐線（千代田線）ホーム 上野方) 長津田 NewDaysミニ 長津田2号(1F ホーム東神奈川方)

金町 NewDaysミニ 金町1号(1F 常磐線（千代田線）ホーム 上野方) 淵野辺 NewDays KIOSK 淵野辺駅改札内店(2F 改札内正面)

板橋 NewDays 板橋(1F 改札外) 橋本 NewDays 橋本(2F 橋上東西通路)

十条 NewDays 十条(1F 北口改札外脇) NewDays 桜木町(1F 改札外)

潮見 NewDaysミニ 潮見1号(1F 改札外 コンコース) NewDays 桜木町北改札(1F 改札内（北改札脇）)

NewDays りんかい新木場(3F 改札内) 関内 NewDays 関内(1F 北口改札内)

NewDays 新木場改札内(改札内) 石川町 NewDays 石川町(2F 北口改札内)

葛西臨海公園 NewDays 葛西臨海公園(1F 改札外 階段下) 山手 NewDays 山手(2F 改札外正面)

王子 NewDays 王子(1F 改札外脇) 磯子 NewDaysミニ 磯子1号(1F 橋上自由通路)

NewDays りんかい大井町(1F 改札外コンコース) 新杉田 NewDaysミニ 新杉田1号(2F 改札外脇)

NewDays 大井町中央口改札外(1F 橋上 中央口改札外 コンコース) 港南台 NewDays 港南台(2F 改札外駅)

NewDaysミニ 大井町6号(1F 東口改札内) 本郷台 NewDays 本郷台(1F 道路脇)

NewDays KIOSK 大森駅中央改札内店(1F 中央改札内コンコース) NewDays 新川崎(1F 改札外)

NewDaysミニ 大森１号(1F 改札外) NewDays 新川崎中央(2F 改札内コンコース正面)

NewDays グランデュオ東館(1F グランデュオ蒲田店 東館1F) NewDays KIOSK 東戸塚駅西口店(2F 改札外コンコース)

NewDays 蒲田(2F 改札外コンコース) NewDaysミニ 東戸塚1号(2F 改札外)

NewDaysミニ 蒲田6号(1F 西口) 逗子 NewDays 逗子(1F 道路脇)

東京テレポート NewDays 東京テレポート(B1F 改札外コンコース) 衣笠 NewDays 衣笠1号(1F 改札外)

NewDays エキュートエディション 有楽町京橋口(1F 京橋口改札外) 上溝 NewDays 上溝(1F 改札外正面)

NewDays エキュートエディション 有楽町日比谷口(1F 日比谷口改札内) 新子安 NewDaysミニ 新子安1号(1F 改札外 正面)

新大久保 NewDays 新大久保(1F 改札外) 長岡 NewDaysミニ 長岡2F1号(2F 改札外 コンコース)

根岸 NewDays 根岸(1F 改札外) 燕三条 NewDaysミニ 燕三条1号(2F 改札外コンコース)

NewDays アトレ川崎北口(3F 北口改札外) 加茂 NewDays KIOSK 加茂店(改札内 東口待合室内)

NewDays アトレ川崎北側改札内(3F 北口改札内) 塩山 NewDays KIOSK 塩山駅店(2F 改札外コンコース)

NewDays 川崎(2F 改札内コンコース（東海道線ホーム側）) 山梨市 NewDays KIOSK 山梨市駅店(構内改札脇)

新潟県

神奈川県
川崎

山梨県

有楽町

鶴見

赤羽

鴨居

亀有

桜木町

新木場

大井町

大森 新川崎

蒲田
東戸塚

武蔵溝ノ口東京都
神奈川県

川崎

横浜

西荻窪

武蔵境

戸塚

大船

飯田橋

茅ヶ崎

亀戸 平塚

小田原

昭島 武蔵小杉
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県名 駅名 店舗名

NewDays KIOSK 長野駅新幹線ホーム1号店(1F 新幹線11・12番線ホーム)

NewDays 長野(2F 改札外・新幹線改札脇)

上田 NewDaysミニ 上田1号(2F 改札内 新幹線コンコース)

静岡県 伊東 NewDaysミニ 伊東1号(1F 改札外右トイレ前)

長野県
長野
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