
閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月15日 東京都 永田町2丁目 千代田区永田町2-17

外神田3丁目 千代田区外神田3-3
飯田橋1丁目第2 千代田区飯田橋1-12
海岸3丁目第3 港区海岸3-25
高輪第21 港区高輪3-20
赤坂6丁目 港区赤坂6-16
赤坂7丁目 港区赤坂7-6
南青山2丁目 港区南青山2-5
白金第10 港区白金3-7
白金第13 港区白金5-2
六本木第27 港区六本木3-5
喜久井町 新宿区喜久井町20
新宿若宮町第3 新宿区若宮町37
新宿二十騎町 新宿区二十騎町1-14
弁天町第2 新宿区弁天町74
音羽第3 文京区音羽1-4
向丘1丁目第2 文京区向丘1-8
千石第15 文京区千石2-6
千石第10 文京区千石4-24
千石第4 文京区千石4-25
湯島天神第1 文京区湯島3-30
湯島天神第1（RF） 文京区湯島3-30
湯島第16 文京区湯島4-1
目白台第4 文京区目白台3-16
千歳第3 墨田区千歳2-7
墨田文花第3 墨田区文花2-12
亀戸1丁目第2 江東区亀戸1-10
亀戸8丁目 江東区亀戸8-25
上大崎2丁目 品川区上大崎2-9
大井第8 品川区大井2-25
大井第10 品川区大井4-11
大井第13 品川区大井4-14
大崎1丁目 品川区大崎1-19
東大井第7 品川区東大井1-23
南大井第16 品川区南大井5-14
大森駅北口 品川区南大井6-17
南品川2丁目 品川区南品川2-17
南品川第6 品川区南品川3-6
南品川旧東海道 品川区南品川3-6
南品川第5 品川区南品川4-2
南品川第14 品川区南品川4-5
南品川6丁目 品川区南品川6-12

目黒区 中目黒1丁目 目黒区中目黒1-9
大田区 京急蒲田3丁目高架下 大田区蒲田3-23

蒲田第25 大田区蒲田5-30
蒲田第22 大田区蒲田5-6
蒲田第34 大田区蒲田5-7
蒲田本町第3 大田区蒲田本町2-1
西六郷4丁目 大田区西六郷4-32
西糀谷第10 大田区西糀谷3-29
大森中第5 大田区大森中3-6
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閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月15日 東京都 大田区 田園調布駅前 大田区田園調布2-54

南蒲田第5 大田区南蒲田2-15
南六郷第2 大田区南六郷2-16
南六郷3丁目 大田区南六郷3-12
萩中第5 大田区萩中1-4
平和島第2 大田区平和島5-5
給田3丁目 世田谷区給田3-14
上祖師谷第4 世田谷区上祖師谷1-7
上祖師谷第5 世田谷区上祖師谷2-32
上北沢第5 世田谷区上北沢4-31
成城第22 世田谷区成城2-5
成城第32 世田谷区成城6-15
成城第18 世田谷区成城6-20
千歳台第3 世田谷区千歳台3-7
世田谷船橋第6 世田谷区船橋7-5
南烏山第18 世田谷区南烏山1-10
南烏山第9 世田谷区南烏山5-3
南烏山第5 世田谷区南烏山6-21
粕谷第5 世田谷区粕谷4-25
恵比寿2丁目 渋谷区恵比寿2-25
広尾3丁目第2 渋谷区広尾3-8
渋谷3丁目第2 渋谷区渋谷3-3
渋谷4丁目 渋谷区渋谷4-2
原宿第2 渋谷区神宮前1-12
神宮前第13 渋谷区神宮前5-38
渋谷東2丁目 渋谷区東2-27
鷺宮第3 中野区鷺宮3-47
上鷺宮1丁目 中野区上鷺宮1-7
中野第12 中野区中野1-56
中野第11 中野区中野2-13
中野第16 中野区中野2-18
中野第10 中野区中野2-2
中野第14 中野区中野2-21
中野4丁目第2 中野区中野4-14
中野第17 中野区中野5-5
白鷺1丁目 中野区白鷺1-8
白鷺2丁目第2 中野区白鷺2-13

杉並区 阿佐谷南第12 杉並区阿佐谷南3-32
阿佐谷南第11 杉並区阿佐谷南3-32
阿佐谷北第13 杉並区阿佐谷北3-43
井草第6 杉並区井草1-30
下井草第5 杉並区下井草2-33
下井草第3 杉並区下井草2-41
宮前第3 杉並区宮前2-2
高井戸東第2 杉並区高井戸東3-28
高井戸東第6 杉並区高井戸東4-1
高円寺南第15 杉並区高円寺南2-26
高円寺南第13 杉並区高円寺南4-20
今川第5 杉並区今川3-16
井荻駅南口 杉並区上井草1-23
上高井戸第4 杉並区上高井戸1-11
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閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月15日 東京都 杉並区 成田西2丁目 杉並区成田西2-13

西荻北第12 杉並区西荻北1-5
西荻北第9 杉並区西荻北5-3
天沼第2 杉並区天沼3-30
高田2丁目第2 豊島区高田2-2
雑司が谷第5 豊島区雑司が谷3-8
池袋本町第2 豊島区池袋本町1-25
南池袋第6 豊島区南池袋2-17
南池袋3丁目 豊島区南池袋3-13
志茂第8 北区志茂3-5
昭和町第6 北区昭和町2-9
豊島6丁目 北区豊島6-10
豊島8丁目 北区豊島8-4
上石神井第4 練馬区上石神井2-35
石神井公園駅前第2 練馬区石神井町3-21
石神井町第10 練馬区石神井町6-17
中村南2丁目 練馬区中村南2-4
光が丘第4 練馬区田柄5-6
豊玉南第2 練馬区豊玉南3-7
綾瀬駅前第2 足立区綾瀬2-18
綾瀬駅前第3 足立区綾瀬3-7
西伊興 足立区西伊興4-7
西新井駅西口駅前暫定 足立区西新井栄町2-2
竹ノ塚西口公共駐車場 足立区西竹の塚1-11
青井第5 足立区青井3-12
北千住第8 足立区千住2-27
千住河原町 足立区千住河原町38
関屋駅前 足立区千住曙町6
谷在家 足立区谷在家1-13
竹の塚パークサイド第2 足立区竹の塚4-8
足立中央本町第4 足立区中央本町1-20
椿2丁目 足立区椿2-15
ロイヤルパークス梅島 足立区梅田5-25
梅島第8 足立区梅島2-7
保木間1丁目 足立区保木間1-27
葛飾新宿第3 葛飾区新宿5-20
新小岩第12 葛飾区新小岩1-51
東四つ木第3 葛飾区東四つ木2-19
東四つ木第2 葛飾区東四つ木2-22
東新小岩第2 葛飾区東新小岩1-2
東新小岩第13 葛飾区東新小岩1-3
東立石第5 葛飾区東立石4-45
京成立石駅前 葛飾区立石1-16

江戸川区 一之江第10 江戸川区一之江2-24
篠崎第6 江戸川区篠崎町2-20
小松川4丁目 江戸川区小松川4-73
松江第2 江戸川区松江3-10
松江第7 江戸川区松江3-4
西小岩第10 江戸川区西小岩1-16
西小岩第15 江戸川区西小岩4-13
江戸川大杉 江戸川区大杉1-24
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閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月15日 東京都 江戸川区 東小松川第3 江戸川区東小松川4-57

南小岩4丁目 江戸川区南小岩4-10
南小岩第23 江戸川区南小岩7-31
平井第11 江戸川区平井2-19
平井駅北口 江戸川区平井5-23

あきる野市 秋川駅南口 あきる野市油平15
八王子狭間町第2 八王子市狭間町
高尾駅前第5 八王子市初沢町1285
高尾駅前第3 八王子市初沢町1350
京王堀之内第3 八王子市堀之内3-33
吉祥寺東町第8 武蔵野市吉祥寺東町1-19
吉祥寺東町第6 武蔵野市吉祥寺東町3-11
吉祥寺東町4丁目 武蔵野市吉祥寺東町4-7
吉祥寺南町第4 武蔵野市吉祥寺南町1-18
吉祥寺南町第5 武蔵野市吉祥寺南町2-13
吉祥寺本町第14 武蔵野市吉祥寺本町1-27
吉祥寺本町第17 武蔵野市吉祥寺本町1-33
西久保第4 武蔵野市西久保2-1
西久保第6 武蔵野市西久保2-7
三鷹駅前第13 武蔵野市中町1-11
三鷹駅前第11 武蔵野市中町1-16
三鷹駅前第4 武蔵野市中町1-2
下連雀第17 三鷹市下連雀3-19
下連雀第11 三鷹市下連雀4-16
下連雀9丁目第2 三鷹市下連雀9-11
上連雀第7 三鷹市上連雀2-6
三鷹新川第9 三鷹市新川5-8
三鷹中原第3 三鷹市中原1-6
三鷹牟礼第6 三鷹市牟礼2-6
三鷹牟礼第2 三鷹市牟礼4-12
三鷹牟礼4丁目 三鷹市牟礼4-18
三鷹牟礼第4 三鷹市牟礼4-2
昭島つつじが丘2丁目第2 昭島市つつじが丘2-4
昭島昭和町 昭島市昭和町1-9
昭島武蔵野2丁目第2 昭島市武蔵野2-11
国領町第2 調布市国領町2-16
調布国領町第10 調布市国領町5-21
調布国領町第4 調布市国領町8-9
調布柴崎 調布市柴崎2-31
仙川第8 調布市仙川町1-27
仙川第7 調布市仙川町1-51
仙川町2丁目 調布市仙川町2-13
仙川第4 調布市仙川町3-10
仙川第6 調布市仙川町3-2
町田相原第2 町田市相原町1234
南町田駅前第6 町田市鶴間1-13
南町田駅前 町田市鶴間1-16

小平市 鷹の台 小平市たかの台17
鷹の台第3 小平市小川町1-973
小平上水新町 小平市上水新町1-22
鷹の台第4 小平市上水新町3-10
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閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月15日 東京都 小平市 上水南町3丁目 小平市上水南町3-3

日野旭が丘第2 日野市旭が丘2-32
日野旭が丘第4 日野市旭が丘2-44
多摩平2丁目 日野市多摩平2-13
多摩平第3 日野市多摩平3-1
多摩平 日野市多摩平4-1
日野台5丁目 日野市日野台5-8
西恋ヶ窪第2 国分寺市西恋ヶ窪1-40
西恋ヶ窪第3 国分寺市西恋ヶ窪1-44
国分寺南町第6 国分寺市南町3-8
国分寺日吉町第2 国分寺市日吉町4-3
拝島駅北口第2 福生市熊川1652
東福生 福生市大字福生2165
福生第4 福生市大字福生962
福生第8 福生市福生2354
福生駅東口第2 福生市福生801
福生第7 福生市福生867
福生駅西口第2 福生市本町114
福生本町 福生市本町73
狛江西野川 狛江市西野川3-13
狛江中和泉第3 狛江市中和泉5-29
狛江中和泉第4 狛江市中和泉5-31
東大和清原 東大和市清原4
東大和中央 東大和市中央1-17
ハミングホール前 東大和市南街1-37

武蔵村山市 武蔵村山伊奈平 武蔵村山市伊奈平1-76
多摩市 多摩落合 多摩市落合1-7

千葉県 印旛郡 酒々井駅前 印旛郡酒々井町中央台1-6
千葉市 稲毛第5 千葉市稲毛区稲毛東3-13

稲毛駅前第3 千葉市稲毛区小仲台1-2
稲毛駅前第2 千葉市稲毛区小仲台1-3
西千葉第4 千葉市稲毛区緑町1-25
新検見川第4 千葉市花見川区花園1-13
新検見川第6 千葉市花見川区花園1-6
新検見川第5 千葉市花見川区花園1-9
千葉高品町 千葉市若葉区高品町1590
都賀第6 千葉市若葉区都賀3-1
都賀第12 千葉市若葉区都賀3-26
西千葉第5 千葉市中央区春日1-19
西千葉第6 千葉市中央区春日1-19
西千葉第8 千葉市中央区春日2-23
西千葉 千葉市中央区春日2-25
西千葉第3 千葉市中央区松波2-16
西千葉第2 千葉市中央区松波2-16
新千葉第5 千葉市中央区新千葉2-4
千葉登戸 千葉市中央区登戸1-15
新千葉第3 千葉市中央区登戸2-5
千葉登戸第2 千葉市中央区登戸4-17
千葉弁天第6 千葉市中央区弁天1-11
千葉弁天第4 千葉市中央区弁天1-15
千葉弁天第5 千葉市中央区弁天1-17

日野市

国分寺市

福生市

狛江市

東大和市



閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月15日 千葉県 千葉市 千葉幸町1丁目 千葉市美浜区幸町1-21

千葉幸町2丁目第2 千葉市美浜区幸町2-7
検見川浜 千葉市美浜区真砂4-1
真砂 千葉市美浜区真砂5-21
鎌取駅前 千葉市緑区おゆみ野3-3
誉田駅南口 千葉市緑区誉田町2-7
宮久保 市川市宮久保1-10
市川欠真間 市川市欠真間1-10
市川幸第3 市川市幸2-15
市川第23 市川市市川1-23
市川第8 市川市市川4-6
市川第10 市川市市川南1-7
市川第20 市川市市川南1-9
市川第18 市川市市川南3-14
市川新田 市川市新田2-33
市川南ゆうゆうロード商店街 市川市新田4-12
市川真間第4 市川市菅野6-18
南行徳第2 市川市相之川4-4
東菅野第3 市川市東菅野3-18
南行徳第3 市川市南行徳3-2
南八幡第16 市川市南八幡1-1
南八幡第14 市川市南八幡3-14
南八幡第3 市川市南八幡4-11
南八幡第15 市川市南八幡4-15
南八幡第6 市川市南八幡4-4
南八幡第17 市川市南八幡5-21
八幡第4 市川市八幡4-4
市川平田第2 市川市平田3-8
市川北方町 市川市北方町4-1839
行徳駅前第6 市川市湊新田1-4
妙典第6 市川市妙典5-13
妙典第5 市川市妙典6-13
船橋法典第5 船橋市上山町1
馬込沢第2 船橋市藤原7-3
船橋本町第27 船橋市本町1-10
船橋本町第42 船橋市本町1-30
船橋本町第45 船橋市本町1-7
船橋本町第40 船橋市本町2-29
船橋本町第9 船橋市本町2-6
船橋本町第41 船橋市本町4-21
船橋本町第34 船橋市本町6-18
船橋本町第10 船橋市本町6-4
船橋駅北口第3 船橋市本町7-11
木更津 木更津市朝日1-1
木更津第2 木更津市富士見1-1
木更津第4 木更津市木更津1-1

松戸市 松戸栄町3丁目 松戸市栄町3-131
五香 松戸市金ケ作408
串崎南町 松戸市串崎南町23
松飛台駅 松戸市紙敷1-34
松戸第30 松戸市小根本20

市川市

船橋市

木更津市



閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月15日 千葉県 松戸市 上本郷 松戸市上本郷3186

北松戸第8 松戸市上本郷405
上本郷第2 松戸市上本郷92
常盤平第2 松戸市常盤平2-7
新松戸第5 松戸市新松戸1-352
新松戸 松戸市新松戸1-397
新松戸第8 松戸市新松戸2
新松戸3丁目 松戸市新松戸3
新松戸第2 松戸市新松戸3-34
新松戸第9 松戸市新松戸4-77
上本郷駅前 松戸市仲井町2-31
東松戸駅前第5 松戸市東松戸2-1
東松戸駅前第8 松戸市東松戸2-10
東松戸駅前第6 松戸市東松戸2-18
東松戸駅前第7 松戸市東松戸3-1
東松戸駅前 松戸市東松戸3-5
松戸日暮 松戸市日暮2-18
松戸第21 松戸市本町12-1
松戸本町 松戸市本町13
松戸第13 松戸市本町17
みのり台第3 松戸市稔台1-13
公津の杜 成田市公津の杜2-20
成田表参道 成田市上町503
成田表参道第2 成田市上町503
五井第2 市原市五井1405-2
五井第5 市原市五井2435
五井第3 市原市五井中央西2-14
五井第4 市原市五井東1-1
八幡宿駅前 市原市八幡933
八幡宿 市原市八幡駅東口第1工4-4
江戸川台 流山市江戸川台西2-5
南流山第5 流山市南流山2-4
南流山第4 流山市南流山2-7
八千代中央 八千代市ゆりのき台3-5
八千代緑が丘第7 八千代市大和田新田1147
八千代緑が丘第5 八千代市大和田新田字仲木戸前1149
八千代台第10 八千代市八千代台西1-7
八千代台南 八千代市八千代台南1-15
鎌ケ谷大仏 鎌ケ谷市鎌ケ谷4-5
新鎌ケ谷駅前第3 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-10
新鎌ケ谷駅前 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-11
新鎌ヶ谷第2 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-19
鎌ケ谷第3 鎌ケ谷市道野辺本町1-15
鎌ケ谷第4 鎌ケ谷市道野辺本町1-15
鎌ケ谷第2 鎌ケ谷市道野辺本町2-200
君津駅前第3 君津市中野1-15
君津駅前 君津市中野1-4
君津駅前第2 君津市東坂田2-5
袖ケ浦駅北口 袖ケ浦市奈良輪
長浦駅前 袖ケ浦市長浦駅前1-2

神奈川県 伊勢原市 伊勢原桜台 伊勢原市桜台2-1

君津市

成田市

市原市

流山市

八千代市

鎌ケ谷市

袖ケ浦市



閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月15日 神奈川県 横浜市 グリーンヒル市沢 横浜市旭区市沢町700

万騎が原ハイム 横浜市旭区万騎が原32
磯子久木第3 横浜市磯子区久木町24
横浜汐見台 横浜市磯子区汐見台1-7
HAMA-SHIP 横浜市磯子区新杉田町8
新杉田 横浜市磯子区杉田4-2
本郷台第2 横浜市栄区小菅ヶ谷2-3
戸塚東口駅前第2 横浜市戸塚区戸塚町5138
東戸塚駅前 横浜市戸塚区川上町88-15
戸塚品濃町第3 横浜市戸塚区品濃町
戸塚品濃町第5 横浜市戸塚区品濃町546
戸塚品濃町第7 横浜市戸塚区品濃町551
上永谷 横浜市港南区丸山台1-15
上永谷第14 横浜市港南区丸山台2-13
港南台ちどり団地 横浜市港南区港南台2-2
港南中央 横浜市港南区日野1-2
西神奈川第2 横浜市神奈川区西神奈川3-11
鶴屋町第6 横浜市神奈川区鶴屋町1-2
鶴屋町第8 横浜市神奈川区鶴屋町2-23
鶴屋町第10 横浜市神奈川区鶴屋町2-9
東神奈川1丁目 横浜市神奈川区東神奈川1-11
二ツ谷町 横浜市神奈川区二ツ谷町1-8
反町第3 横浜市神奈川区反町4-27
瀬谷駅前第6 横浜市瀬谷区瀬谷4-7
岡野町第2 横浜市西区岡野1-10
高島第3 横浜市西区高島2-10
桜木町第7 横浜市西区桜木町4-22
桜木町第5 横浜市西区桜木町5
桜木町第8 横浜市西区桜木町7-45
桜木町第4 横浜市西区桜木町7-45
南幸第5 横浜市西区南幸2-19
ポート横浜南幸 横浜市西区南幸2-2
北幸第5 横浜市西区北幸2-7
荏田北1丁目 横浜市青葉区荏田北1-11
市ヶ尾町第2 横浜市青葉区市ヶ尾町1485
たまプラーザ 横浜市青葉区美しが丘1-10
たまプラーザ第12 横浜市青葉区美しが丘2-17
たまプラーザ第11 横浜市青葉区美しが丘5-1
下飯田 横浜市泉区下飯田町1605
HULICみなとみらい 横浜市中区桜木町1-1
横浜扇町 横浜市中区扇町3-8
長者町第8 横浜市中区長者町2-6
長者町第9 横浜市中区長者町3-7
大江橋交差点 横浜市中区尾上町6-84
富士見町第4 横浜市中区富士見町2
弁天通第3 横浜市中区弁天通2-22
みなとみらい第2 横浜市中区北仲通6-64
本牧間門第2 横浜市中区本牧間門2
末吉町第12 横浜市中区末吉町4-78
鶴見向井町 横浜市鶴見区向井町4-91
鶴見中央2丁目 横浜市鶴見区鶴見中央2-8



閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月15日 神奈川県 横浜市 鶴見中央3丁目立体 横浜市鶴見区鶴見中央3-17

センター南第9 横浜市都筑区茅ケ崎中央45
センター南第10 横浜市都筑区茅ケ崎中央46-7
センター南第7 横浜市都筑区茅ケ崎中央9
センター南第26 横浜市都筑区茅ケ崎南5-6
高山第2 横浜市都筑区高山8-1
川和町第2 横浜市都筑区川和町1462-1
池辺町 横浜市都筑区池辺町3224
横浜中川第2 横浜市都筑区中川1-18
仲町台第3 横浜市都筑区仲町台1-26
仲町台第17 横浜市都筑区仲町台5-1
東山田駅前第2 横浜市都筑区東山田町345
北山田第2 横浜市都筑区北山田1-13
北山田第3 横浜市都筑区北山田1-13
浦舟町第6 横浜市南区浦舟町4-51
永田北 横浜市南区永田北2-53
三春台 横浜市南区三春台154
山王町 横浜市南区山王町1-1
弘明寺 横浜市南区大岡2-14
白妙町第5 横浜市南区白妙町4-43
六ッ川 横浜市南区六ッ川1
天王町第4 横浜市保土ヶ谷区天王町1-24
保土ヶ谷駅西口 横浜市保土ヶ谷区帷子町2-99
中山北口駅前 横浜市緑区中山町303

川崎市 宮前平第3 川崎市宮前区宮前平1-8
戸手本町2丁目 川崎市幸区戸手本町2-426
川崎小倉第2 川崎市幸区小倉2-1859
東古市場 川崎市幸区東古市場18
川崎南幸町第9 川崎市幸区南幸町3-63
川崎北加瀬第2 川崎市幸区北加瀬2-1
下野毛第2 川崎市高津区下野毛3-15
梶ヶ谷3丁目 川崎市高津区梶ヶ谷3-12
溝口5丁目 川崎市高津区溝口5-16
川崎宮本町第2 川崎市川崎区宮本町4
川崎境町第3 川崎市川崎区境町15
市立川崎病院前第4 川崎市川崎区境町4-3
小川町第2 川崎市川崎区小川町13
川崎藤崎4丁目 川崎市川崎区藤崎4-18
川崎南町第2 川崎市川崎区南町18
川崎南町第3 川崎市川崎区南町9-5
登戸新町第3 川崎市多摩区登戸新町123
中野島 川崎市多摩区布田18-14
武蔵中原駅前 川崎市中原区下小田中2-4
新丸子町第2 川崎市中原区新丸子町
新丸子町第6 川崎市中原区新丸子町972
中丸子第4 川崎市中原区中丸子623
元住吉第9 川崎市中原区木月1-10
元住吉第2 川崎市中原区木月1-15
元住吉第6 川崎市中原区木月1-26
元住吉駅前第6 川崎市中原区木月2-9
元住吉第12 川崎市中原区木月祗園町3



閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月15日 神奈川県 相模原市 相模原清新第2 相模原市中央区清新7-1

相模原第4 相模原市中央区相模原3-6
相模原第3 相模原市中央区相模原3-6
上鶴間本町第2 相模原市南区上鶴間本町4-48
相模原大野台4丁目 相模原市南区大野台4-30
麻溝台1丁目第2 相模原市南区麻溝台1-1
橋本台 相模原市緑区橋本台1-27
西橋本 相模原市緑区西橋本3-2

平塚市 東海大学前第3 平塚市北金目3-2
藤沢市 長後駅前第2 藤沢市高倉648

茅ヶ崎第1駐車場 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-20
茅ヶ崎高田 茅ヶ崎市高田4-13
茅ヶ崎汐見台 茅ヶ崎市汐見台4
茅ヶ崎ラチエン通り 茅ヶ崎市若松町16
茅ヶ崎常盤町 茅ヶ崎市常盤町7
茅ヶ崎東海岸 茅ヶ崎市東海岸北3-14
逗子第8 逗子市逗子5
新逗子 逗子市逗子5-11
逗子第2 逗子市逗子5-3

11月16日 千葉県 千葉市 都賀第7 千葉市若葉区都賀3-6
港区 元麻布第10 港区元麻布2-11
江戸川区 松江第4 江戸川区松江4-14
調布市 調布国領町第7 調布市国領町2-12

千葉県 松戸市 五香第6 松戸市常盤平6-23
神奈川県 横浜市 戸塚町第16 横浜市戸塚区戸塚町44

世田谷区 南烏山 世田谷区南烏山5-22
市谷本村町第4 新宿区市谷本村町9
市谷砂土原町3丁目 新宿区市谷砂土原町3-18

文京区 根津神社裏 文京区根津1-22
品川区 上大崎第5 品川区上大崎1-20
大田区 西蒲田7丁目 大田区西蒲田7-19
世田谷区 南烏山第13 世田谷区南烏山1-10

高円寺南第20 杉並区高円寺南2-11
杉並和田第2 杉並区和田3-30

東大和市 上北台駅前 東大和市芋窪5-1135
茅ヶ崎市 茅ヶ崎菱沼海岸 茅ヶ崎市菱沼海岸2
横浜市 鶴見中央第5 横浜市鶴見区鶴見中央2-3
相模原市 相模原橋本第15 相模原市緑区橋本5-29
杉並区 西荻北第5 杉並区西荻北1-5
葛飾区 細田第5 葛飾区細田4-27
高座郡 寒川北 高座郡寒川町岡田6-9
川崎市 下小田中第2 川崎市中原区下小田中2-35

11月20日 東京都 大田区 北嶺町第8 大田区北嶺町36
11月21日 神奈川県 横浜市 楠町第2（神奈川） 横浜市西区楠町28

葛飾区 新小岩第9 葛飾区新小岩1-26
文京区 本駒込第15 文京区本駒込6-13
台東区 元浅草第3 台東区元浅草3-22
江東区 亀戸第11 江東区亀戸3-6-24

神奈川県 逗子市 逗子駅前 逗子市山の根1-1
11月25日 渋谷区 桜丘町第4 渋谷区桜丘町22

足立区 扇大橋第2 足立区扇1-56

新宿区

杉並区

神奈川県

茅ヶ崎市

逗子市

東京都

11月17日 東京都

11月18日 東京都

11月19日 東京都

神奈川県

11月24日 東京都



閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
11月25日 千葉県 市川市 南行徳第8 市川市南行徳1-6

神奈川県 横浜市 さちが丘 横浜市旭区さちが丘149
新宿区 矢来町第2 新宿区矢来町74
豊島区 立教通り 豊島区西池袋5-21
調布市 調布菊野台第6 調布市菊野台2-27
川崎市 上小田中6丁目 川崎市中原区上小田中6-27
横浜市 ポート中山駅南口 横浜市緑区台村町231
世田谷 世田谷第1 世田谷区世田谷1-32
三鷹市 下連雀第18 三鷹市下連雀4-12

11月29日 東京都 文京区 向丘1丁目 文京区向丘1-8
荒川区 南千住第3 荒川区南千住1-14

中央区湊1丁目 中央区湊1-11
中央区湊3丁目 中央区湊3-15
新川1丁目第6 中央区新川1-28

墨田区 菊川3丁目 墨田区菊川3-3
大島4丁目第2 江東区大島4-1
北砂第9 江東区北砂3-4
新大橋第6 江東区新大橋3-11
森下第8 江東区森下3-5
東葛西第13 江戸川区東葛西3-9
東葛西第3 江戸川区東葛西6-13
中葛西第10 江戸川区中葛西3-37
中葛西第11 江戸川区中葛西3-32
南葛西第5 江戸川区南葛西4-11
東葛西第9 江戸川区東葛西5-30
西葛西第11 江戸川区西葛西7-13
葛西郵便局前 江戸川区中葛西1-4
東葛西第6 江戸川区東葛西6-39
中葛西第15 江戸川区中葛西7-26
東葛西第11 江戸川区東葛西6-11
小島町2丁目第2 江戸川区西葛西5-8
中葛西第16 江戸川区中葛西6-16
浦安第11 浦安市猫実3-28
浦安第3 浦安市猫実3-28
浦安第7 浦安市北栄1-10
浦安堀江第2 浦安市堀江2-29
浦安第18 浦安市当代島2-1
浦安第6 浦安市北栄2-17
浦安第12 浦安市猫実3-4
浦安第16 浦安市北栄4-21
浦安第26 浦安市北栄1-11
新浦安第3 浦安市入船4-2
浦安第22 浦安市当代島2-14

12月1日 大田区 矢口第12 大田区矢口1-5
世田谷区 九品仏駅前第2 世田谷区奥沢8-32

千葉県 柏市 南柏第11 柏市南柏中央5-6
12月8日 東京都 武蔵野市 武蔵野関前第2 武蔵野市関前2-13

新宿区 新宿若葉第5 新宿区若葉1-14
世田谷区 経堂1丁目 世田谷区経堂1-15

12月11日 神奈川県 川崎市 溝口駅前第4 川崎市高津区溝口2-10
12月16日 神奈川県 横浜市 仏向町第2 横浜市保土ヶ谷区仏向町94

11月26日 東京都

神奈川県

11月27日 東京都

中央区

江東区

江戸川区

千葉県 浦安市

東京都

11月30日 東京都

12月2日

12月9日 東京都



閉鎖ピッとGoステーション一覧
閉鎖日 都道府県 市区町村 ST名 住所
12月16日 神奈川県 相模原市 相模大野駅南口第2 相模原市南区相模大野7-2

町田市 鶴川駅前 町田市能ヶ谷2-1050
小平市 新小平駅前 小平市小川町2-1246

千葉県 千葉市 稲毛駅西口 千葉市稲毛区稲毛東4-1
12月28日 神奈川県 川崎市 川崎有馬 川崎市宮前区有馬8-7

12月24日 東京都
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