
ＰＡＳＭＯ電子マネー取扱い有人店舗一覧

1.京成沿線の店舗
最寄駅 店　舗　名 場　　　　所 業　　種

ファミリーマート　京成上野駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
ヴィ・ド・フランス京成上野店 改札外コンコース カフェ&ベーカリー
ファミリーマート　京成日暮里駅構内店 改札内コンコース コンビニエンスストア
イタリアントマトカフェジュニア京成日暮里駅店 改札内コンコース カフェ
ファミリーマート　日暮里駅ホーム店 下りホーム コンビニエンスストア

町屋駅 ファミリーマート　町屋店 改札前 コンビニエンスストア
リブレ京成　堀切店 東京都葛飾区堀切１－２７－１ スーパーマーケット
ヴィ・ド・フランス堀切菖蒲園店 改札外コンコース カフェ&ベーカリー

お花茶屋駅 ファミリーマート　お花茶屋駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
リブレ京成　青砥駅前店 青砥駅前 スーパーマーケット
ロッテリア　ユアエルム青戸店 ユアエルム青戸店内 ファーストフード
銀めし　さちのや食堂　青戸店 ユアエルム青戸店内 飲食店
飛騨の高山ら～めん　青戸店 ユアエルム青戸店内 飲食店
京樽　青戸京成ユアエルム店 ユアエルム青戸店内 寿司・弁当
ドラッグ　セガミ　青戸店 ユアエルム青戸店内 薬局
文教堂書店　青戸店 ユアエルム青戸店内 本屋
ぶんぐ屋 ユアエルム青戸店内 文房具店
ヴィ・ド・フランス青砥店 ユアエルム青戸店内 カフェ&ベーカリー
ファミリーマート　青砥駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
ファミリーマート　京成高砂駅店 改札口横 コンビニエンスストア
リブレ京成　セルカ高砂店 東京都葛飾区高砂５－２７－１５ スーパーマーケット
カフェミラノ京成高砂駅店 改札内コンコース カフェ
HOKUO京成高砂店（北欧トーキョー） 改札外コンコース ベーカリー

京成小岩駅 くすりの福太郎　京成小岩店 東京都江戸川区北小岩6-17-1 ドラッグストア
江戸川駅 リブレ京成　江戸川駅前店 江戸川駅前 スーパーマーケット
国府台駅 リブレ京成　国府台駅前店 国府台駅前 スーパーマーケット

くすりの福太郎　市川真間店 千葉県市川市市川1-21-1 中央商事ﾋﾞﾙ ドラッグストア
くすりの福太郎　市川店 千葉県市川市市川1-4-17 ｱｸﾃｨｵｰﾚ市川1階 ドラッグストア
イデカフェ　京成八幡駅前店 京成八幡駅前 カフェ
日高屋　京成八幡店 京成八幡駅前 飲食店
くすりの福太郎　八幡駅前店 京成八幡駅前 ドラッグストア
鶴兵衛　京成八幡店 京成八幡駅下1階 飲食店
麺や小僧　京成八幡店 京成八幡駅下1階 飲食店
ファミリーマート　京成八幡駅構内店 改札外コンコース コンビニエンスストア
ファミリーマート　京成八幡駅前店 京成八幡駅前 コンビニエンスストア
玄風堂 千葉県市川市八幡２－１５－１０パティオ本八幡一階 衣料品
ジューサーバー京成船橋店 改札内コンコース フレッシュジュース
ファミリーマート　京成船橋駅前店 京成船橋駅前 コンビニエンスストア
auショップ　ネクスト京成船橋 ネクスト船橋内 携帯ショップ
パールレディ ネクスト船橋内 スイーツ
薄皮たい焼　あずき屋 ネクスト船橋内 たい焼き
たまごや　とよまる ネクスト船橋内 飲食店
口福堂 ネクスト船橋内 和菓子
アンドゥ・パントン ネクスト船橋内 スイーツ&カフェ
東京純豆腐 ネクスト船橋内 韓国創作料理
PHO HANOI ネクスト船橋内 ベトナム料理
海鮮三崎港 ネクスト船橋内 回転寿司
東京スターメガネ ネクスト船橋内 眼鏡店
パープルクロス ネクスト船橋内 ファッション雑貨
海賊の台所 ネクスト船橋内 イタリア料理
くすりの福太郎ネクスト船橋店 ネクスト船橋内 ドラッグストア
ジュピター ネクスト船橋内 輸入食料品
京成船橋歯科 ネクスト船橋内 歯科医院
マーノ ネクスト船橋内 ネイルサロン
リラックスサロン　ｆｕ〜 ネクスト船橋内 リラクゼーション
ファミリーマート　ネクスト船橋店 ネクスト船橋内 コンビニエンスストア
吉野家 京成船橋店 改札外コンコース 飲食店
ファミリーマート　京成船橋駅上りホーム店 上りホーム コンビニエンスストア
ファミリーマート　京成船橋駅下りホーム店 下りホーム コンビニエンスストア

船橋競馬場駅 ファミリーマート　船橋競馬場駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
ファミリーマート　京成谷津駅前店 谷津駅前 コンビニエンスストア
くすりの福太郎　谷津駅前店 千葉県習志野市谷津4-6-22 ドラッグストア

京成大久保駅 くすりの福太郎　大久保駅前店 千葉県習志野市本大久保2-10-23 ドラッグストア
サンエトワール実籾駅 改札外コンコース ベーカリー
ファミリーマート実籾駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
くすりの福太郎　実籾店 千葉県習志野市実籾5-2-12　 ドラッグストア
くすりの福太郎　　実籾２号店 千葉県習志野市実籾4-3-3 ドラッグストア
とんかつ新宿さぼてん　八千代台駅店 改札外コンコース 惣菜、弁当
ファミリーマート　京成八千代台駅構内店 改札内コンコース コンビニエンスストア
リブレ京成　八千代台ﾕｱｴﾙﾑ店 ユアエルム八千代台店内 スーパーマーケット
ヴィ・ド・フランス八千代台店 改札外コンコース カフェ&ベーカリー
靴修理シューリマン京成八千代台駅店（職人工房） 千葉県八千代市八千代台北1 靴・バック修理
ファミリーマート　京成八千代台駅店 改札口横 コンビニエンスストア
越後そば　八千代台店 改札外コンコース 飲食店
くすりの福太郎　八千代台店 千葉県八千代市八千代台東1-5-1 銀泉･八千代台ﾋﾞﾙ1階 ドラッグストア
くすりの福太郎　八千代台西口店 千葉県八千代市八千代台西1-6-1 ドラッグストア

京成大和田駅 リブレ京成　大和田店 千葉県八千代市大和田５７５－１ スーパーマーケット
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とんかつ新宿さぼてん　勝田台駅店 改札外コンコース 惣菜、弁当
サンテオレ勝田台店 改札外コンコース ファーストフード
リブレ京成　勝田台店 勝田台駅前 スーパーマーケット
穂高㈱　ポニークリーニング 勝田台駅前 クリーニング
ファミリーマート　勝田台駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
ファミリーマート　勝田台駅上りホーム店 上りホーム コンビニエンスストア

志津駅 ファミリーマート　京成志津駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
ユーカリが丘駅 ファミリーマート　ユーカリが丘駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
京成臼井駅 ヴィ・ド・フランス臼井店 千葉県佐倉市王子台3-30-4 カフェ&ベーカリー

ファミリーマート　うすい駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
京成佐倉駅 ファミリーマート　京成佐倉駅構内店 改札内コンコース コンビニエンスストア

サンエトワール京成成田駅 ５番線ホーム ベーカリー
ファミリーマート　成田店 千葉県成田市花崎町８２８－１２８ コンビニエンスストア

空港第２ビル駅 ファミリーマート　空港第２ビル駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
成田空港駅 ファミリーマート　成田空港駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア

ファミリーマート　押上駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
くすりの福太郎　押上店 東京都墨田区押上3-22-1 KKﾋﾞﾙ1階 ドラッグストア
肌着の大和 東京都墨田区京島３－４７－１ 衣料品
稲毛屋 東京都墨田区京島３－１－１２ とり肉店
有限会社山田屋薬局 東京都墨田区京島３－２１－７ 薬局
お茶のたちばな 東京都墨田区京島３－２３－８ お茶・海苔
ブティック鈴むら 東京都墨田区京島３－２３－９ ブティック
やすらぎ館 東京都墨田区京島３－４３－６ 仏具
丸富洋品店 東京都墨田区京島３－４７－４ タバコ・用品
（有）市川クリーニング 東京都墨田区京島３－４８－４ クリーニング
モードショップてんぐ堂 東京都墨田区京島３－４９－２ 婦人洋品
赤沢陶器 東京都墨田区京島３－２３－１２ 陶器
山田商店　京島店 東京都墨田区京島３－２２－１１ お茶・海苔
豊多屋酒店 東京都墨田区京島３－４７－６ 酒類
御菓子司　さがみ庵 東京都墨田区京島３－１９－４ 和菓子
ぺロケ 東京都墨田区京島３－２２－１０ 定食屋・菓子
小山茶店 東京都墨田区京島２－２３－９ お茶・海苔
ラーメン専門店こうたろう 東京都墨田区京島１－５３－８ 飲食店
田中屋化粧品店 東京都墨田区京島３－３２－８ 化粧品
(有)よしのや 東京都墨田区京島３－２０－４ 婦人洋品
鉄板焼　遊 東京都墨田区京島３－４－２ 飲食店
マルゼン薬局 東京都墨田区業平４－７－１ 薬・化粧品
ダルトン京島店 東京都墨田区京島３－４７－５ 理容店
多ぬ喜鮨 東京都墨田区京島３－２０－４ 飲食店
かま国 東京都墨田区八広１－１２－８ 惣菜
スナック旅路 東京都墨田区本所４－２９－１８ 飲食店
やきとりの店　おくしり 東京都墨田区文花１－２４－１２ 飲食店
（株）隅田屋商店 東京都墨田区東駒形１－６－１ 一般食料品
株式会社レンタルバイクジャパン 東京都墨田区東駒形１－１６－２ レンタルバイク
アマノサービスショップ 東京都墨田区京島１－３２－５ 靴修理・鍵
小料理はやし 東京都墨田区江東橋４－２６－１３ 飲食店
墨田区役所　環境保全課 東京都墨田区吾妻橋１－２３－２０ 環境学習施設
くすりの福太郎　曳舟駅前店 東京都墨田区京島1-38-1 曳舟駅前ﾌﾟﾗｻﾞ105号 ドラッグストア
くすりの福太郎　曳舟店 東京都墨田区京島1-27-6 ドラッグストア
ルパティシエティイイムラ 東京都墨田区東向島２－３１－１１　グランデュール１０１ スイーツ
山小屋 東京都墨田区東向島２－３１－１０ 飲食店
くすりの福太郎　八広駅前店 東京都墨田区八広6-25-1 ドラッグストア
和牛処　やまだいら 東京都墨田区八広３－７－１ 飲食店
ファミリーマート八広駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
有限会社　政屋商店 東京都墨田区八広２－５０－１１ 精肉店
田口サイクル 東京都墨田区八広２－５４－７ 自転車販売・修理
ラモン文具 東京都墨田区八広２－５４－３ 文具・事務機
吉野薬局 東京都墨田区八広２－５４－２ 薬局
トグチ洋品店 東京都墨田区八広５－２１－１８ 衣料品
わたり米店 東京都墨田区八広４－４３－１１ 米店
ビューティショップ　タナカヤ 東京都墨田区八広１－４０－７ 化粧品
肉の山平屋 東京都墨田区八広３－６－３ 精肉店

四ツ木駅 ファミリーマート　京成四ツ木駅店 四ツ木駅前 コンビニエンスストア
ファミリーマート　葛飾立石六丁目店 東京都葛飾区立石６－３４－１５ コンビニエンスストア
日本一　立石駅コンコース店 改札外コンコース 焼鳥・惣菜
越後そば　京成立石店 改札外コンコース 飲食店
ＰＲＯＮＴＯ　京成金町駅店 京成金町駅前 カフェバー
ファミリーマート　京成金町駅店 京成金町駅前 コンビニエンスストア
リブレ京成　水元店 東京都葛飾区水元２－１９－１０ スーパーマーケット
ＰＲＯＮＴＯ　京成幕張本郷駅店 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１－１－３ カフェバー
リブレ京成　幕張本郷店 千葉県千葉市花見川区幕張本郷６－２２－３０ スーパーマーケット
ファミリーマート　京成幕張本郷駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
ファミリーマート京成幕張本郷駅構内店 改札横 コンビニエンスストア
ラーメン亭　よ志乃 改札外コンコース 飲食店
カフェミラノ千葉駅前店 改札外コンコース カフェ
ファミリーマート　京成千葉駅店 改札外コンコース コンビニエンスストア
京成ローザ⑩ 千葉中央駅前 映画館
くすりの福太郎　千葉中央店 千葉県千葉市中央区富士見2-23-8 山野井ﾋﾞﾙ1階 ドラッグストア
ファミリーマート　千葉中央駅店 千葉中央駅前 コンビニエンスストア

千葉寺駅 リブレ京成　千葉寺店 千葉寺駅前 スーパーマーケット
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2.沿線以外の店舗

ＰＲＯＮＴＯ　八柱駅店 千葉県松戸市日暮１－１－１八柱駅第2ビル3階 カフェバー
鮪市場　新京成八柱駅店 千葉県松戸市日暮１－１－２　八柱駅第1ビル3階 飲食店
くすりの福太郎　常盤平店 千葉県松戸市常盤平1-12-1 ドラッグストア
くすりの福太郎　常盤平駅前店 千葉県松戸市常盤平１－２９－３ ドラッグストア
日本一　新京成五香駅店 千葉県松戸市金ヶ作４０８－８ 焼鳥・惣菜
だんごのやまか五香店 千葉県松戸市金ヶ作４０８番地８ 和菓子・弁当

三咲駅 リブレ京成　三咲店 千葉県船橋市三咲２－７－１２ スーパーマーケット
リブレ京成　高根グリーンハイツ店 千葉県船橋市緑台２－６－１３ スーパーマーケット
リブレ京成　高根台店 千葉県船橋市高根台１－２－１ スーパーマーケット
花輪病院附属駅前クリニック 千葉県船橋市習志野台２－１－６ 病院
創造中華　華星 千葉県船橋市習志野台３－１－１ 飲食店
日本一　エキタきたなら店 千葉県船橋市習志野台３丁目　エキタきたなら 焼鳥・惣菜
とんかつ新宿さぼてん　デリカエキタきたなら店 千葉県船橋市習志野台３丁目　エキタきたなら 惣菜、弁当
シェ・レカミエ　北習志野店 千葉県船橋市習志野台３丁目　エキタきたなら スイーツ
山本炭焼店・山本江戸蕎麦店 千葉県船橋市習志野台３丁目　エキタきたなら 飲食店
サーティワンアイスクリーム　エキタきたなら店 千葉県船橋市習志野台３丁目　エキタきたなら アイスクリーム
日高屋　北習志野駅前店 千葉県船橋市習志野台３丁目　エキタきたなら 飲食店
カラダファクトリー　エキタきたなら店 千葉県船橋市習志野台３丁目　エキタきたなら 整体サロン
カットオンリークラブ　エキタキタナラ 千葉県船橋市習志野台３丁目　エキタきたなら ヘアカット
サンマルクカフェ北習志野店 千葉県船橋市習志野台2丁目1番６ カフェ＆ベーカリー

前原駅 リブレ京成　アルビス前原店 千葉県船橋市前原西６－１－７０ スーパーマーケット
とんかつ新宿さぼてん　新津田沼駅店 千葉県習志野市津田沼１－１０－３５ 惣菜、弁当
ちよだ鮨　新津田沼駅店 千葉県習志野市津田沼1-10-35 持ち帰り鮨
ビアード・パパ　新津田沼駅店 千葉県習志野市津田沼1-10-35 物販店
天丼てんや　新津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-10-34　 飲食店
豚骨らーめん　太郎ちゃん 千葉県習志野市津田沼１－１０－３５ 飲食店

新柴又駅 リブレ京成　新柴又店 東京都葛飾区鎌倉４－１７－１５ スーパーマーケット
笑がおの湯松戸矢切店 千葉県松戸市下矢切１１５ スーパー銭湯
リブレ京成　三矢小台店 千葉県松戸市三矢小台４－９－１ スーパーマーケット
北総矢切売店（東都春陽堂） 千葉県松戸市下矢切１２０ 駅売店

北国分駅 北総北国分売店（東都春陽堂） 千葉県市川市堀之内３－２１－１ 駅売店
秋山駅 北総秋山売店（東都春陽堂） 千葉県松戸市秋山１１２ 駅売店

東松戸駅 ファミリーマート　東松戸駅店 千葉県松戸市東松戸2-158 コンビニエンスストア
ファミリーマート　新鎌ヶ谷駅店 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷１－１３－２ コンビニエンスストア
イデカフェ新鎌ヶ谷駅中店 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷１－１３－１ 飲食店
イデカフェ鎌ヶ谷総合病院店 千葉県鎌ヶ谷市初富９２９－６ 飲食店
ヴィドフランス(新鎌ヶ谷店） 千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷１－１３－３ カフェ＆ベーカリー
鶴兵衛新鎌ヶ谷駅店 千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷１－１３－３ 飲食店
寛太郎新鎌ヶ谷駅店 千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷１－１３－３ 飲食店
北総新鎌ヶ谷売店（東都春陽堂） 千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷１－１３－１ 駅売店
くすりの福太郎　新鎌ケ谷駅前店 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-9-2 物販店

西白井駅 北総西白井売店（東都春陽堂） 千葉県白井市根１０５９－２ 駅売店
白井駅 北総白井売店（東都春陽堂） 千葉県白井市復６２０ 駅売店

ファミリーマート　千葉ニュータウン中央駅店 千葉県印西市中央南１－１３９０－１ コンビニエンスストア
北総千葉ニュータウン売店（東都春陽堂） 千葉県印西市中央南１－１３９０－１ 駅売店
ｻﾝｸﾞﾗﾝﾃﾞ印西牧の原ﾄﾞｱｼﾃｨ・ｼｮｯﾌﾟ 千葉県印西市原３－２ サービス店
ファミリーマート　印西牧の原駅店 千葉県印西市原１－２１９１ コンビニエンスストア
筑波観光鉄道 つつじヶ丘駅 茨城県つくば市筑波１ ロープウェー
筑波観光鉄道 宮脇駅 茨城県つくば市筑波１ ケーブルカー
水戸京成ホテル　コーヒーショップ アンドミー 茨城県水戸市三の丸１－４－７３ ホテル
鋸山ロープウェー　鋸山山麓駅 千葉県富津市金谷４０５２－１ ロープウェー
和洋ダイニング　よろずや 東京都墨田区吾妻橋２－３－１４ 飲食店
リブレ京成LaLaテラス南千住店 東京都荒川区南千住４－７－２ スーパーマーケット
リブレ京成　ミナーレ本千葉店 千葉県千葉市中央区長洲２－２７－４ スーパーマーケット
リブレ京成　小金原店 千葉県松戸市小金原６－２－１３ スーパーマーケット
リブレ京成　ラパーク千城台店 千葉県千葉市若葉区千城台北３－２１－１ スーパーマーケット
リブレ京成　高津店 千葉県八千代市高津８３３ スーパーマーケット

3.タクシー
帝都自動車交通 墨田営業所 東京都墨田区押上２－１３－５
帝都自動車交通 大森営業所 東京都大田区大森北２－２０－１５
帝都自動車交通 板橋営業所 東京都板橋区大山金井町５５
帝都自動車交通 荒川営業所 東京都荒川区西日暮里６－４－４
帝都自動車交通 千住営業所 東京都足立区千住緑町３－１３－１６
帝都日新交通 東京都太田区荻中３－２－１２
帝都あたごタクシー 千葉県野田市野田５６０
大洋自動車交通 東京都北区岸町１－９－４
第四松竹タクシー 東京都北区浮間２丁目２５番地４号
松竹交通 東京都北区浮間４丁目３２番２６号
コーディアルタクシー 東京都板橋区舟渡１丁目１６番３５号
ムサシ交通(株) 東京都練馬区関町北４丁目３５番地２８号
東京交通自動車 東京都足立区千住曙町３８－６
大洋自動車交通 東京都北区岸町１－９－４
平安交通（株） 東京都足立区千住曙町38-6

八柱駅

北習志野駅

新津田沼駅

新鎌ヶ谷駅

印西牧の原駅

高根公団駅

矢切駅

五香駅

その他の店舗についても、順次サービスを拡大する予定です。

常盤平駅

千葉ニュータウン中央駅

その他


