
店舗営業体制及び各店舗の営業時間について（10月1日時点）

駅名 店舗名（略称） 店舗場所 平日 土日祝

東京 ギフトキヨスク東京南待合 八重洲南口待合改札内 6:40～21:25 6:40～21:25

東京 ギフトキヨスク八重洲中央南口 八重洲中央南改札内 7:00～21:20 7:00～21:20

東京 ギフトキヨスク東京中央乗換 八重洲中央改札内 6:00～21:55 6:00～21:55

東京 ベルマート八重洲南 八重洲南口 6:30～22:00 6:30～22:00

東京 ギフトキヨスク東京 八重洲南口 6:30～22:30 6:30～22:30

東京 グランドキヨスク東京 八重洲中央口 6:30～22:30 6:30～22:30

東京 ベルマート丸の内中央ビル 丸の内中央ビル１階 6:30～23:00 6:30～22:00

東京 東京ホーム７Ａ 新幹線ホーム(14・15番) 4号車付近 休業 休業

東京 東京ホーム７Ｂ 新幹線ホーム(14・15番) 7号車付近 5:40～21:25 5:40～21:25

東京 東京ホーム７Ｃ 新幹線ホーム(14・15番) 9号車付近 休業 休業

東京 東京ホーム７Ｄ 新幹線ホーム(14・15番) 12号車付近 5:40～21:25 休業

東京 東京ホーム８Ａ 新幹線ホーム(16・17番) 4号車付近 6:10～21:15 休業

東京 東京ホーム８Ｄ 新幹線ホーム(16・17番) 7号車付近 休業 休業

東京 東京ホーム８Ｂ 新幹線ホーム(16・17番) 9号車付近 6:10～21:15 6:10～21:15

東京 東京ホーム８Ｃ 新幹線ホーム(16・17番) 12号車付近 休業 休業

東京 東京ホーム９Ａ 新幹線ホーム(18・19番) 4号車付近 6:10～20:30 休業

東京 東京ホーム９Ｄ 新幹線ホーム(18・19番) 7号車付近 休業 休業

東京 東京ホーム９Ｂ 新幹線ホーム(18・19番) 9号車付近 6:10～20:30 6:10～20:30

東京 東京ホーム９Ｃ 新幹線ホーム(18・19番) 12号車付近 休業 休業

東京 プレシャスデリ東京 八重洲北口改札前 6:30～22:30 6:30～22:30

東京 ギフトキヨスク東京ギフトパレット 東京ギフトパレット内 9:30～20:30 9:00～20:30

東京 ユニクロ 東京駅日本橋口 日本橋口改札付近 8:30～21:00 8:30～21:00

新橋 ベルマート新橋 地下汐留口改札内 7:00～22:00 休業

品川 グランドキヨスク品川 北口改札内 5:40～21:30 5:40～21:30

品川 品川１号 北口改札内 休業 休業

品川 品川２号 南口改札内 5:50～22:00 5:50～22:00

品川 ギフトキヨスク品川 南口改札内 休業 休業

品川 品川３号 南口改札内 5:40～21:30 5:40～21:30

品川 ギフトキヨスク品川南乗換 南口改札内 7:00～21:00 7:00～21:00

品川 三省堂書店品川駅 北口改札内 8:00～21:00 8:00～21:00

新横浜 ギフトキヨスク新横浜西待合 新幹線西待合室 6:00～21:35 6:00～21:35

新横浜 新横浜下り３号 新幹線下りホーム(3・4番) 6号車付近 7:00～21:00 7:00～21:00

新横浜 新横浜下り４号 新幹線下りホーム(3・4番) 11号車付近 休業 休業

新横浜 ギフトキヨスク新横浜西 西乗換改札前 7:00～21:00 7:00～21:00

新横浜 グランドキヨスク新横浜 新幹線東口改札前 5:40～22:00 5:40～22:00

新横浜 ギフトキヨスク新横浜東 新幹線東口改札内 6:00～21:00 6:00～21:00

新横浜 ギフトキヨスク新横浜東乗換 東乗換改札脇 休業 休業

営業時間　※（）は一時閉店時間



店舗営業体制及び各店舗の営業時間について（10月1日時点）

駅名 店舗名（略称） 店舗場所 平日 土日祝

営業時間　※（）は一時閉店時間

新横浜 ベルマート新横浜在来 横浜線北改札口内 6:00～22:00 6:00～22:00

小田原 ベルマート小田原 新幹線改札前 6:30～21:30 6:30～21:00

小田原 小田原上り２２５号 新幹線上りホーム(14番) 6号車付近 休業 休業

小田原 ベルマート小田原下りホーム 新幹線下りホーム(13番) 6号車付近 休業 休業

小田原 三省堂書店小田原駅 西口コンコース 9:30～22:00 9:30～22:00

小田原 ギフトキヨスク小田原 新幹線待合室 6:10～20:00 6:10～19:30

熱海 ギフトキヨスク熱海 乗換改札脇 7:30～20:00 7:30～20:00

御殿場 ベルマート御殿場 橋上コンコース 6:30～20:00 7:00～20:00

三島 ベルマート三島南口 南口改札脇 6:10～21:00 6:10～21:00

三島 ベルマート三島北口 北口連絡通路 6:10～21:00 7:00～21:00

三島 ギフトキヨスク三島 新幹線改札脇 7:00～21:00 7:00～21:00

三島 ベルマート三島新幹線ホーム 新幹線ホーム 7-8号車付近 6:10～20:00 7:00～20:00

三島 ベルマート三島新幹線ホーム東 新幹線ホーム 13-14号車付近 休業 休業

沼津 ベルマート沼津 南口コンコース 6:10～21:00 7:00～21:00

沼津 沼津２号 北口改札前 休業 休業

富士 ベルマート富士 橋上改札口脇 6:30～20:00 7:00～19:00

清水 ベルマート清水 橋上改札口脇 7:00～19:00 7:00～19:00

草薙 ベルマート草薙 橋上改札口脇 休業 休業

東静岡 東静岡４０号 橋上改札口脇 休業 休業

静岡 ベルマート静岡中央 在来線改札正面 6:15～21:00 7:00～21:00

静岡 ベルマート静岡在来 パルシェ改札脇 6:30～21:00 7:00～20:00

静岡 ベルマート静岡東 ASTY静岡 東館 7:00～20:00 8:00～20:00

静岡 グランドキヨスク静岡 新幹線改札正面 7:00～21:00 7:00～21:00

静岡 ギフトキヨスク静岡幹線 新幹線待合室 6:20～21:00 6:20～21:00

静岡 静岡幹線上り５０３号 新幹線上りホーム(5番) 6号車付近 休業 休業

静岡 ベルマート静岡幹線上りホーム 新幹線上りホーム(5番) 11号車付近 休業 休業

静岡 静岡幹線下り５０６号 新幹線下りホーム(6番) 5号車付近 休業 休業

静岡 静岡幹線下り５０５号 新幹線下りホーム(6番) 10号車付近 休業 休業

焼津 ベルマート焼津 橋上改札口脇 7:00～19:00 7:00～19:00

藤枝 ベルマート藤枝 橋上改札口脇 7:00～19:00 7:00～19:00

島田 ベルマート島田 橋上改札口脇 7:00～19:00 7:00～19:00

菊川 ベルマート菊川 改札脇 7:00～19:00 7:00～19:00

掛川 グランドキヨスク掛川 新幹線コンコース 7:00～20:00 7:00～20:00

掛川 掛川幹線上り５１４号 新幹線上りホーム(4番) 5号車付近 休業 休業

掛川 掛川幹線下り５１６号 新幹線下りホーム(5番) 5号車付近 休業 休業

袋井 ベルマート袋井 橋上改札口脇 7:00～19:00 7:00～18:00

浜松 ベルマート浜松１号 北口コンコース 6:15～21:00 7:00～21:00



店舗営業体制及び各店舗の営業時間について（10月1日時点）

駅名 店舗名（略称） 店舗場所 平日 土日祝

営業時間　※（）は一時閉店時間

浜松 浜松２号 在来線改札脇 休業 休業

浜松 ベルマート浜松５号 在来線2階改札内 6:25～20:00 7:00～20:00

浜松 ギフトキヨスク浜松 南口コンコース 8:00～21:00 8:00～21:00

浜松 ベルマート浜松幹線待合 新幹線待合室 6:10～21:00 7:00～21:00

浜松 浜松幹線上り５０４号 新幹線上りホーム(5番) 6号車付近 休業 休業

浜松 浜松幹線上り５０３号 新幹線上りホーム(5番) 11号車付近 休業 休業

浜松 浜松幹線下り５０６号 新幹線下りホーム(6番) 6号車付近 休業 休業

豊橋 ベルマート豊橋 在来線改札内 5:50～21:45 5:50～21:45

豊橋 ギフトキヨスク豊橋カルミア カルミア２階南館 8:00～20:00 8:00～20:00

豊橋 豊橋１０７号 名鉄ホーム（2・3番） 休業 休業

豊橋 ギフトキヨスク情報プラザ とよはし情報プラザ内 休業 休業

豊橋 ベルマート豊橋ホーム 飯田線ホーム東端 6:30～21:00 6:30～21:00

豊橋 EKINAKA SWEETS 在来線改札内 9:00～20:00 9:00～20:00

豊橋 ベルマート豊橋幹線口 新幹線改札口脇 6:20～22:00 6:20～22:00

豊橋 豊橋幹線待合室５５２号 新幹線待合室内 7:00～20:50 7:00～20:50

豊橋 豊橋幹線上り５５４号 新幹線上りホーム(11・12番) 8号車付近 休業 休業

三河安城 ベルマート三河安城 新幹線コンコース 6:45～21:00 6:45～21:00

蒲郡 ベルマート蒲郡 改札口脇 6:30～21:45 6:30～21:45

岡崎 ベルマート岡崎 橋上改札口脇 6:30～22:30 6:30～21:00

安城 ベルマート安城 橋上改札口脇 6:45～21:45 6:45～21:00

刈谷 ベルマート刈谷 北口駅前広場 7:00～22:00 7:00～21:00

刈谷 刈谷９５号 橋上改札口脇 6:45～20:00 7:45～18:30

大府 ベルマート大府 橋上改札前 6:20～21:45 6:20～21:00

共和 共和４６号 橋上改札口脇 6:30～21:00 6:30～20:00

南大高 南大高 改札脇 6:30～19:00 6:30～19:00

大高 ベルマート大高 改札口脇 6:30～20:00 7:30～20:00

笠寺 ベルマート笠寺 橋上改札口脇 6:30～21:00 7:00～21:00

金山 ベルマート金山 券売機脇 6:30～23:30 6:30～23:30

金山 ベルマート金山中央 中央線ホーム（1･2番） 6:45～21:00 6:45～21:00

金山 ベルマート金山東海道 東海道線ホーム（3･4番） 6:45～23:00 6:45～21:00

名古屋 グランドキヨスク名古屋 中央コンコース東側 6:15～22:00 6:15～22:00

名古屋 ギフトキヨスク名古屋桜通口 近鉄通路北側 7:00～22:00 7:00～22:00

名古屋 ギフトキヨスク名古屋広小路口 広小路口改札内 7:00～21:00 7:00～21:00

名古屋 ベルマート広小路口 広小路口改札脇 6:30～22:00 6:30～22:00

名古屋 ベルマート東海下りホーム 東海下りホーム（5･6番） 7:00～21:45 7:00～21:45

名古屋 ベルマート広小路口２号 名古屋うまいもん通り広小路口 7:00～20:00 休業

名古屋 ベルマート関西線ホーム 関西線ホーム（10･11番） 6:40～21:00 6:40～21:00



店舗営業体制及び各店舗の営業時間について（10月1日時点）

駅名 店舗名（略称） 店舗場所 平日 土日祝

営業時間　※（）は一時閉店時間

名古屋 ベルマート新関西線ホーム 新関西線ホーム（12･13番） 7:00～22:00 7:00～22:00

名古屋 キヨスク桜通口改札内 桜通口改札内 6:15～21:00 休業

名古屋 ギフトキヨスク名古屋 中央コンコース西側 7:00～22:00 7:00～22:00

名古屋 ベルマート太閤南口 太閤南口改札脇 6:30～21:00 6:30～21:00

名古屋 ベルマート東海中ホーム 東海中ホーム（3･4番） 7:00～22:00 7:00～22:00

名古屋 ベルマート桜通口 桜通口改札脇 6:30～23:00 6:30～23:00

名古屋 ベルマート東海上りホーム 東海上りホーム（1･2番） 7:00～22:00 7:00～22:00

名古屋 ベルマート中央線ホーム 中央線ホーム（7･8番） 7:00～22:00 7:00～22:00

名古屋 ギフトキヨスク名古屋幹南 新幹線南改札口脇 6:00～22:00 6:00～22:00

名古屋 ギフトキヨスク名古屋幹北 新幹線北改札口脇 6:00～22:30 6:00～22:30

名古屋 ギフトキヨスク名古屋南待合 新幹線南待合室内 6:00～21:30 6:00～21:30

名古屋 ギフトキヨスク名古屋北待合 新幹線北待合室内 6:00～21:30 6:00～21:30

名古屋 名古屋幹線上り５１１号 新幹線上りホーム(14･15番) 4号車付近 6:00～22:10 6:00～22:10

名古屋 名古屋幹線上り５０７号 新幹線上りホーム(14･15番) 6号車付近 7:00～21:00 7:00～21:00

名古屋 名古屋幹線上り５０６号 新幹線上りホーム(14･15番) 11号車付近 休業 休業

名古屋 ベルマート名古屋幹線上りホーム 新幹線上りホーム(14･15番) 13号車付近 6:00～22:10 6:00～22:10

名古屋 名古屋幹線下り５１２号 新幹線下りホーム(16･17番) 4号車付近 6:00～22:10 6:00～22:10

名古屋 名古屋幹線下り５０９号 新幹線下りホーム(16･17番) 6号車付近 休業 休業

名古屋 名古屋幹線下り５０８号 新幹線下りホーム(16･17番) 11号車付近 休業 休業

名古屋 名古屋幹線下り５１６号 新幹線下りホーム(16･17番) 12号車付近 7:00～21:00 7:00～21:00

名古屋 ギフトキヨスク名古屋エスカ エスカ地下中央 10:00～19:00 10:00～19:00

名古屋 ユニクロ名古屋エスカ エスカ地下中央 10:00～20:30 10:00～20:30

名古屋 ベルマート名古屋セントラル病院 名古屋セントラル病院２階 7:30～18:00 7:30～18:00

名古屋 ベルマートＪＲゲートタワー JRゲートタワー 7:15～21:45 8:30～21:45

稲沢 稲沢６１号 橋上改札口脇
7:00～20:00

(12:00～16:00)
休業

尾張一宮 ベルマート一宮改札内 改札内2階コンコース 休業 休業

尾張一宮 ベルマート一宮中央 改札口西側 6:15～22:00 6:15～22:00

岐阜 岐阜４号 中央改札口内 休業 休業

岐阜 ベルマート岐阜 1階コンコース東側 6:30～21:00 7:00～21:00

岐阜 ベルマート岐阜中央 2階コンコース 6:20～21:40 6:20～21:40

穂積 穂積１１号 改札口脇
6:30～19:30

(12:00～16:00)
休業

大垣 ベルマート大垣 橋上改札口正面 6:00～21:00 6:00～21:00

美濃太田 美濃太田２５号 橋上改札口脇 6:45～19:00 7:00～18:00

下呂 下呂３４号 待合室内 7:10～17:50 7:10～17:50

高山 ベルマート高山 待合室内 6:15～19:00 6:15～19:00

桑名 ベルマート桑名 改札口脇 7:00～21:00 7:00～21:00

津 ベルマート津 東口1階 7:00～21:00 7:00～21:00



店舗営業体制及び各店舗の営業時間について（10月1日時点）

駅名 店舗名（略称） 店舗場所 平日 土日祝

営業時間　※（）は一時閉店時間

津 ギフトキヨスク津 東口ツアーズ正面 休業 休業

松阪 ベルマート松阪 改札口脇 7:00～18:00 7:00～17:00

伊勢市 ギフトキヨスク伊勢市 待合室内 7:00～19:00 7:00～18:00

鶴舞 ベルマート鶴舞 公園口改札口脇 6:30～22:00 7:00～21:00

鶴舞 ぷちＫＩＯＳＫ 名大病院口改札口脇 休業 休業

千種 ベルマート千種 改札口脇 7:00～22:00 7:00～21:00

千種 千種ホーム８９号 ホーム塩尻方 休業 休業

大曽根 ベルマート大曽根南口 南口改札口前 7:00～20:00
7:00～19:00

(12:00～13:30)
※土は一時閉店無

大曽根 ベルマート大曽根 北口改札口前 6:30～22:30 6:30～22:00

勝川 ベルマート勝川 2階コンコース 6:30～22:00 6:30～21:00

春日井 ベルマート春日井 橋上改札口脇 6:30～22:00 6:30～21:00

神領 ベルマート神領 橋上改札口脇
7:00～21:00

(11:00～16:00)
休業

高蔵寺 ベルマート高蔵寺 改札内コンコース
6:30～21:00

（12:00～15:00）
6:30～20:00

（12:00～15:00）

高蔵寺 ベルマート高蔵寺駅前 南口側 休業(RNに伴う) 休業(RNに伴う)

多治見 ベルマート多治見 改札口脇 6:15～22:00 6:15～22:00

土岐市 ベルマート土岐市 改札口脇待合室 6:20～21:00 7:00～19:00

瑞浪 ベルマート瑞浪 改札口脇待合室 6:15～21:00 7:00～21:00

恵那 ベルマート恵那 待合室内 6:00～21:00 6:30～19:00

中津川 ベルマート中津川 待合室内 6:15～21:00 6:15～21:00

木曽福島 木曽福島１１５号 待合室内
7:30～18:00

（12:00～14:00）
7:30～18:00

（12:00～14:00）

飯田 飯田４３２号 待合室内
8:00～16:00

（10:00～12:00）
8:00～16:00

（10:00～12:00）

岐阜羽島 ベルマート岐阜羽島 コンコース北側 6:15～20:50 6:15～20:50

米原 ベルマートキヨスク米原 新幹線待合室内 6:15～21:00 6:15～21:00

京都 京都２号 新幹線上りホーム(11･12番) 4号車付近 休業 休業

京都 ベルマート京都上りホーム 新幹線上りホーム(11･12番) 7号車付近 6:30～21:00 6:30～21:00

京都 京都１号 新幹線上りホーム(11･12番) 11号車付近 休業 休業

京都 京都８号 新幹線下りホーム(13･14番) 4号車付近 休業 休業

京都 京都３号 新幹線下りホーム(13･14番) 10号車付近 休業 休業

京都 ギフトキヨスク京都西 八条口2階 8:00～20:00 8:00～20:00

京都 グランドキヨスク京都 新幹線コンコース北東側 6:30～21:30 6:30～21:30

京都 ギフトキヨスク京都 新幹線八条口改札前 8:00～21:00 8:00～21:00

京都 ギフトキヨスク京都中央 新幹線コンコース北西側 9:00～21:00 9:00～21:00

京都 ベルマート京都 八条口通路西側 6:00～22:00 6:00～22:00

京都 ベルマート京都東口 八条東口改札脇 7:00～20:00 7:00～20:00

新大阪 新大阪３号 新幹線ホーム(21･22番) 6号車付近 休業 休業

新大阪 新大阪２号Ｂ 新幹線ホーム(21･22番) 11号車付近 休業 休業



店舗営業体制及び各店舗の営業時間について（10月1日時点）

駅名 店舗名（略称） 店舗場所 平日 土日祝

営業時間　※（）は一時閉店時間

新大阪 ベルマート新大阪中ホーム 新幹線ホーム(23･24番) 6号車付近 休業 休業

新大阪 新大阪５号 新幹線ホーム(23･24番) 11号車付近 休業 休業

新大阪 新大阪１２号 新幹線ホーム(25･26番) 5号車付近 休業 休業

新大阪 ベルマート新大阪上りホーム 新幹線ホーム(25･26番) 7号車付近 7:00～20:10 7:00～20:10

新大阪 新大阪１０号 新幹線ホーム(25･26番) 8号車付近 休業 休業

新大阪 新大阪１０号Ｂ 新幹線ホーム(25･26番) 11号車付近 休業 休業

新大阪 新大阪９号 新幹線ホーム(25･26番) 14号車付近 休業 休業

新大阪 新大阪２１号 新幹線ホーム(20番) 7号車付近 休業 休業

新大阪 ベルマート新大阪乗換口 新幹線コンコース 6:30～21:00 6:30～21:00

新大阪 グランドキヨスク新大阪 新幹線コンコース 6:30～22:00 6:30～22:00

新大阪 Ｓｗｅｅｔｓ　ＰＡＴＩＯ 新幹線コンコース 8:00～21:00 8:00～21:00

新大阪 新大阪中央 新幹線コンコース 6:30～21:30 6:30～21:30

新大阪 ギフトキヨスク新大阪 新幹線コンコース 6:30～21:30 6:30～21:30

新大阪 ベルマート新大阪 新幹線コンコース 5:30～22:00 5:30～22:00

新大阪 りくろーおじさんの店 新幹線改札内店 新幹線コンコース 8:00～21:00 8:00～21:00

新大阪 551蓬莱 新幹線新大阪 新幹線コンコース 8:00～21:00 8:00～21:00

※店舗の位置（地図等）、取扱商品及び取扱サービスにつきましては、ＨＰ内の店舗情報で御確認ください。

※ＨＰ内の店舗情報に記載している営業時間については、更新が追い付いていない可能性がございます。（上記の営業時間が最新情報です）


