
お客さま各位

いつもプロミスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
3月の新店および閉店情報について以下のとおりご案内をさせていただきます。
閉店となる店舗をご利用いただいておりましたお客さまにはご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

◆新店

都道府県 店舗名 営業開始日 所在地 駐車場

鹿児島県 産業道路南栄自動契約コーナー 2022年3月18日 鹿児島県鹿児島市卸本町8-6の一部．8-33の一部 有

◆閉店

都道府県 店舗名 最終営業日 近隣自動契約コーナー 駐車場

大阪府 外環河内長野自動契約コーナー 2022年3月1日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

有

島根県 浜田自動契約コーナー 2022年3月1日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

有

福岡県 西新自動契約コーナー 2022年3月1日 天神西通り自動契約コーナー －

【インターネット会員サービス （手数料無料）】
◆お借入れ：お客さまご指定の金融機関口座にお振込みいたします。
◆ご返済：お客さまの金融機関口座からご返済いただけます。
スマートフォンやパソコンでインターネット会員サービスにログイン後、お手続きいただけます。

【提携先のご案内 （一部の提携先を除き、手数料がかかります）】
提携金融機関・コンビニエンスストアに設置されているATMでお取引いただけます。
◆提携金融機関
・三井住友銀行（手数料無料）
・ゆうちょ銀行 ※Web明細のご登録が必要です。
・三菱UFJ銀行
◆コンビニエンスストア
・セブンイレブン
・ローソン
※提携手数料は以下の金額となります。（三井住友銀行、Famiポート除く）
  お取引額     １万円以下 ： 110円
  お取引額     １万円超下 ： 220円

https://locations.promise.co.jp/80VS
https://locations.promise.co.jp/81PY
https://locations.promise.co.jp/81UD
https://locations.promise.co.jp/85BY


なお、7月～2月の新店・閉店情報については以下のとおりとなります。

◆新店

都道府県 店舗名 営業開始日 所在地 駐車場

東京都 上野駅浅草口自動契約コーナー 2021年10月8日 東京都台東区上野7-2-2 東叡堂ビル6F -

愛媛県 今治バイパス小泉自動契約コーナー 2022年1月27日 愛媛県今治市小泉三丁目３９４番１ 有

◆閉店

都道府県 店舗名 最終営業日 近隣自動契約コーナー 駐車場

地下鉄白石自動契約コーナー 有

札幌お客様サービスプラザ -

北郷自動契約コーナー 有

発寒自動契約コーナー 有

新琴似自動契約コーナー 有

青森県 エルムの街自動契約コーナー 2021年11月3日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

-

山形県 １３号新庄自動契約コーナー 2021年11月1日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

-

４号線宇都宮簗瀬自動契約コーナー 有

４号御幸自動契約コーナー 有

４号越谷せんげん台自動契約コーナー 有

春日部駅前自動契約コーナー -

４０７号坂戸自動契約コーナー 有

１６号川越自動契約コーナー 有

４号バイパス草加西町自動契約コーナー 有

４号越谷せんげん台自動契約コーナー 有

白岡ロード自動契約コーナー 2021年12月12日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

-

１４０号寄居自動契約コーナー 2022年1月10日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

-

１６号東大宮自動契約コーナー 2022年2月6日 第二産業道路大和田自動契約コーナー 有

17号バイパス浦和田島自動契約コーナー 有

浦所バイパス新座中野自動契約コーナー 有

柏西口自動契約コーナー -

松戸自動契約コーナー -

市原白金通り自動契約コーナー 有

千葉末広街道自動契約コーナー 有

千葉富士見自動契約コーナー -

ＪＲ津田沼北口自動契約コーナー -

２９６号ユーカリが丘自動契約コーナー 2021年12月12日 １６号勝田台自動契約コーナー 有

八千代台自動契約コーナー 2022年2月13日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

－

笹目通り和光白子自動契約コーナー 有

成増自動契約コーナー -

八重洲北口自動契約コーナー -

神田東口自動契約コーナー -

新さっぽろ自動契約コーナー

4号バイパス南越谷自動契約コーナー 2021年12月5日

埼玉県

千葉県

東京都

１７号バイパス浦和中島自動契約コーナー 2022年2月13日

稲毛自動契約コーナー 2021年12月5日

笹目通り谷原自動契約コーナー 2021年7月4日

2021年7月11日

2021年7月4日

北海道

栃木県 宇都宮駅前自動契約コーナー

手稲前田自動契約コーナー

１６号春日部自動契約コーナー 2021年8月10日

柏東口自動契約コーナー 2021年8月1日

１６号浜野自動契約コーナー 2021年8月15日

2021年7月11日門前仲町自動契約コーナー

鶴ヶ島バイパス自動契約コーナー 2021年9月5日

2021年9月5日

https://locations.promise.co.jp/85DD
https://locations.promise.co.jp/81ZI
https://locations.promise.co.jp/3850
https://locations.promise.co.jp/80BL
https://locations.promise.co.jp/81CT
https://locations.promise.co.jp/8547
https://locations.promise.co.jp/8038
https://locations.promise.co.jp/80ZQ
https://locations.promise.co.jp/85CS
https://locations.promise.co.jp/81DT
https://locations.promise.co.jp/85BE
https://locations.promise.co.jp/81WQ
https://locations.promise.co.jp/81EJ
https://locations.promise.co.jp/81HU
https://locations.promise.co.jp/81HX
https://locations.promise.co.jp/85BE
https://locations.promise.co.jp/8844
https://locations.promise.co.jp/81EL
https://locations.promise.co.jp/81AS
https://locations.promise.co.jp/81ZU
https://locations.promise.co.jp/80IF
https://locations.promise.co.jp/80UP
https://locations.promise.co.jp/81TC
https://locations.promise.co.jp/85BS
https://locations.promise.co.jp/80BU
https://locations.promise.co.jp/80GC
https://locations.promise.co.jp/85BK
https://locations.promise.co.jp/81XA
https://locations.promise.co.jp/80EU
https://locations.promise.co.jp/8575
https://locations.promise.co.jp/81AQ
https://locations.promise.co.jp/85BR
https://locations.promise.co.jp/8052
https://locations.promise.co.jp/80VI
https://locations.promise.co.jp/8080
https://locations.promise.co.jp/81YB
https://locations.promise.co.jp/80XJ
https://locations.promise.co.jp/8671
https://locations.promise.co.jp/8950
https://locations.promise.co.jp/8617
https://locations.promise.co.jp/80XN
https://cyber.promise.co.jp/
https://cyber.promise.co.jp/
https://cyber.promise.co.jp/


池袋駅西口自動契約コーナー -

池袋東口自動契約コーナー -

東武浅草駅前自動契約コーナー 2021年9月7日 秋葉原自動契約コーナー -

新小岩南口自動契約コーナー -

市川北口自動契約コーナー -

笹塚南口駅前自動契約コーナー 2021年10月3日 新宿お客様サービスプラザ -

上野駅前自動契約コーナー 2021年10月3日 秋葉原自動契約コーナー -

歌舞伎町一番街自動契約コーナー -

新宿モア自動契約コーナー -

上野浅草口自動契約コーナー 2021年11月7日 上野駅浅草口自動契約コーナー -

町屋自動契約コーナー 2021年12月5日 北千住駅前自動契約コーナー -

国分寺駅南口自動契約コーナー 2021年12月5日 立川駅前自動契約コーナー -

瑞江駅前自動契約コーナー 2022年1月10日 本八幡自動契約コーナー -

日野多摩平自動契約コーナー 2022年1月10日 椚田通りめじろ台自動契約コーナー 有

立川南口自動契約コーナー 2022年1月12日 立川駅前自動契約コーナー -

新宿モア自動契約コーナー －

歌舞伎町一番街自動契約コーナー －

北千住駅前自動契約コーナー －

リリオ亀有自動契約コーナー －

池袋東口自動契約コーナー －

池袋駅西口自動契約コーナー －

渋谷駅前自動契約コーナー －

新宿南口甲州街道自動契約コーナー －

新青梅街道武蔵村山自動契約コーナー 2022年2月13日 青梅街道小平自動契約コーナー 有

巣鴨自動契約コーナー 2022年2月6日

下北沢南口自動契約コーナー 2022年2月13日

東京都

新宿区役所前自動契約コーナー 2022年2月20日

綾瀬西口自動契約コーナー 2022年2月6日

2021年9月12日小岩南口自動契約コーナー

池袋北口自動契約コーナー 2021年8月1日

新宿靖国通り自動契約コーナー 2021年10月11日

https://locations.promise.co.jp/81ND
https://locations.promise.co.jp/81WH
https://locations.promise.co.jp/80VC
https://locations.promise.co.jp/4856
https://locations.promise.co.jp/81SN
https://locations.promise.co.jp/8861
https://locations.promise.co.jp/85CD
https://locations.promise.co.jp/8805
https://locations.promise.co.jp/80LM
https://locations.promise.co.jp/85DD
https://locations.promise.co.jp/80AU
https://locations.promise.co.jp/81TR
https://locations.promise.co.jp/81ZA
https://locations.promise.co.jp/81SV
https://locations.promise.co.jp/8691
https://locations.promise.co.jp/8826
https://locations.promise.co.jp/8055
https://locations.promise.co.jp/80BQ
https://locations.promise.co.jp/81BA
https://locations.promise.co.jp/81SV
https://locations.promise.co.jp/8805
https://locations.promise.co.jp/85CD
https://locations.promise.co.jp/81TR
https://locations.promise.co.jp/81NG
https://locations.promise.co.jp/81SW
https://locations.promise.co.jp/85BU
https://locations.promise.co.jp/81SP
https://locations.promise.co.jp/8806
https://locations.promise.co.jp/8865
https://locations.promise.co.jp/8187
https://locations.promise.co.jp/81BC
https://locations.promise.co.jp/8952
https://locations.promise.co.jp/81YU
https://locations.promise.co.jp/80RA
https://locations.promise.co.jp/81XL
https://locations.promise.co.jp/81NK
https://cyber.promise.co.jp/


本厚木駅前自動契約コーナー -

海老名自動契約コーナー 有

16号今宿自動契約コーナー 有

大和自動契約コーナー -

平塚北口自動契約コーナー -

本厚木駅前自動契約コーナー -

小田原飯泉自動契約コーナー 有

厚木妻田自動契約コーナー 2021年12月12日 海老名自動契約コーナー 有

溝ノ口駅前自動契約コーナー -

武蔵小杉自動契約コーナー -

長後街道中田自動契約コーナー 2022年1月10日 鎌倉街道日野自動契約コーナー 有

笹下釜利谷道路栗木自動契約コーナー 2022年1月12日 鎌倉街道日野自動契約コーナー 有

雁坂みち春日居自動契約コーナー 有

甲府昭和自動契約コーナー 有

弁天橋通自動契約コーナー 有

新潟赤道自動契約コーナー 有

本巣縦貫道瑞穂自動契約コーナー 有

岐阜柳津自動契約コーナー 有

１３６号三島青木自動契約コーナー 有

沼津リコー通り自動契約コーナー 有

愛知県 藤が丘駅前自動契約コーナー 2022年1月10日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

-

東近江春日町自動契約コーナー 有

守山八代自動契約コーナー 有

９号線上桂自動契約コーナー 有

１号線山科自動契約コーナー 有

９号線上桂自動契約コーナー 有

１７１号久世殿城町自動契約コーナー 有

西院自動契約コーナー －

四条河原町南自動契約コーナー －

静岡県

滋賀県

岐阜県

堀川北大路自動契約コーナー

新潟駅前自動契約コーナー

伊東駅前自動契約コーナー 2021年10月4日

９号線亀岡自動契約コーナー 2021年7月4日

四条大宮自動契約コーナー 2022年2月6日

京都府

2021年8月1日

８号線近江八幡自動契約コーナー 2021年8月3日

神奈川県

環状線市橋自動契約コーナー

新潟県

2021年9月2日

甲府バイパス上阿原自動契約コーナー

武蔵新城駅前自動契約コーナー 2021年12月12日

2021年7月3日

山梨県

2021年10月3日

三井住友銀行厚木自動契約コーナー 2021年9月1日

2021年11月1日

小田原東口自動契約コーナー

2021年9月2日４６７号大和上和田自動契約コーナー

https://locations.promise.co.jp/81SZ
https://locations.promise.co.jp/85AU
https://locations.promise.co.jp/81ER
https://locations.promise.co.jp/81NY
https://locations.promise.co.jp/85CP
https://locations.promise.co.jp/81SZ
https://locations.promise.co.jp/8796
https://locations.promise.co.jp/8710
https://locations.promise.co.jp/85AU
https://locations.promise.co.jp/81TA
https://locations.promise.co.jp/81NT
https://locations.promise.co.jp/8792
https://locations.promise.co.jp/8875
https://locations.promise.co.jp/80DA
https://locations.promise.co.jp/8875
https://locations.promise.co.jp/81KU
https://locations.promise.co.jp/81SM
https://locations.promise.co.jp/81YO
https://locations.promise.co.jp/8971
https://locations.promise.co.jp/85AZ
https://locations.promise.co.jp/81FJ
https://locations.promise.co.jp/81FN
https://locations.promise.co.jp/8611
https://locations.promise.co.jp/85AA
https://locations.promise.co.jp/80VP
https://locations.promise.co.jp/81FZ
https://locations.promise.co.jp/8062
https://locations.promise.co.jp/8786
https://locations.promise.co.jp/8062
https://locations.promise.co.jp/85CB
https://locations.promise.co.jp/8829
https://locations.promise.co.jp/85BP
https://locations.promise.co.jp/80HR
https://locations.promise.co.jp/81WC
https://locations.promise.co.jp/85AF
https://locations.promise.co.jp/80FK
https://locations.promise.co.jp/81TZ
https://locations.promise.co.jp/8987
https://locations.promise.co.jp/80XP
https://locations.promise.co.jp/81FB
https://locations.promise.co.jp/8543
https://locations.promise.co.jp/81NW
https://locations.promise.co.jp/8640
https://cyber.promise.co.jp/
https://cyber.promise.co.jp/
https://cyber.promise.co.jp/


十三自動契約コーナー -

梅田お客様サービスプラザ -

内環状服部自動契約コーナー 有

天六自動契約コーナー -

京阪京橋自動契約コーナー -

阪急茨木自動契約コーナー -

梅田お客様サービスプラザ -

大正自動契約コーナー -

新なにわ筋住之江公園自動契約コーナー 有

第二阪和北豊中自動契約コーナー 有

岸和田今木町自動契約コーナー 有

１号線堂山自動契約コーナー 2022年1月10日 １７０号線高槻大塚自動契約コーナー 有

大東太子田自動契約コーナー 有

摂津鳥飼自動契約コーナー 有

堺羽曳野線樫山自動契約コーナー 有

南太子堂自動契約コーナー 有

１７０号線高槻大塚自動契約コーナー 2022年2月16日 摂津鳥飼自動契約コーナー 有

三宮さんプラザ１Ｆ自動契約コーナー -

三宮さんプラザ３Ｆ自動契約コーナー -

９号線福知山自動契約コーナー 有

滝野社自動契約コーナー 有

西明石自動契約コーナー 2021年12月14日 明石自契約コーナー -

２号線東加古川自動契約コーナー 有

２号線魚住自動契約コーナー 有

岡山高柳自動契約コーナー 有

岡山十日市自動契約コーナー 有

岡山駅前自動契約コーナー 2022年1月23日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

-

岡山高柳自動契約コーナー 有

岡山十日市自動契約コーナー 有

2021年7月4日

2021年8月4日

大阪府

ＪＲ三ノ宮東口自動契約コーナー

庄内自動契約コーナー

外環藤井寺自動契約コーナー 2022年2月13日

茨木郵便局前自動契約コーナー

2021年7月1日

2021年8月31日

泉大津第二阪和自動契約コーナー 2021年10月4日

１７６号線柏原自動契約コーナー

児島線妹尾自動契約コーナー 2022年2月3日

岡山県

外環四條畷自動契約コーナー 2022年1月16日

明姫幹線別府自動契約コーナー 2022年1月17日

2021年8月31日

岡山野田自動契約コーナー

兵庫県

2021年9月30日

地下鉄都島自動契約コーナー

みなと通り自動契約コーナー

2021年8月2日

https://locations.promise.co.jp/80XY
https://locations.promise.co.jp/6850
https://locations.promise.co.jp/81KS
https://locations.promise.co.jp/81BX
https://locations.promise.co.jp/80IP
https://locations.promise.co.jp/81TI
https://locations.promise.co.jp/6850
https://locations.promise.co.jp/81PJ
https://locations.promise.co.jp/85CH
https://locations.promise.co.jp/81GF
https://locations.promise.co.jp/80CD
https://locations.promise.co.jp/85AN
https://locations.promise.co.jp/80FL
https://locations.promise.co.jp/8197
https://locations.promise.co.jp/8553
https://locations.promise.co.jp/81GH
https://locations.promise.co.jp/85BJ
https://locations.promise.co.jp/80FL
https://locations.promise.co.jp/8553
https://locations.promise.co.jp/80ZA
https://locations.promise.co.jp/85CX
https://locations.promise.co.jp/80EA
https://locations.promise.co.jp/81ZN
https://locations.promise.co.jp/8738
https://locations.promise.co.jp/80TH
https://locations.promise.co.jp/8570
https://locations.promise.co.jp/80FW
https://locations.promise.co.jp/80IZ
https://locations.promise.co.jp/81PW
https://locations.promise.co.jp/81UA
https://locations.promise.co.jp/80IZ
https://locations.promise.co.jp/81PW
https://locations.promise.co.jp/80UN
https://locations.promise.co.jp/81PQ
https://locations.promise.co.jp/80WC
https://locations.promise.co.jp/80DG
https://locations.promise.co.jp/81PF
https://locations.promise.co.jp/80MM
https://locations.promise.co.jp/80DQ
https://locations.promise.co.jp/80TE
https://locations.promise.co.jp/80TI
https://locations.promise.co.jp/8870
https://locations.promise.co.jp/8660
https://locations.promise.co.jp/80DF
https://cyber.promise.co.jp/
https://cyber.promise.co.jp/


広島祇園自動契約コーナー 有

１９１号可部自動契約コーナー 有

呉本通自動契約コーナー -

Ｒ３１号海田栄町自動契約コーナー 有

福山南手城自動契約コーナー 有

福山蔵王自動契約コーナー 有

三原城町自動契約コーナー 2022年2月13日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

－

五日市落合橋自動契約コーナー 有

広島舟入南自動契約コーナー 有

香川県 Ｒ１１号屋島自動契約コーナー 2022年1月10日 レインボーロード自動契約コーナー 有

西条産業道路自動契約コーナー 有

Ｒ１１号伊予三島自動契約コーナー 有

R１９６号今治自動契約コーナー 2022年1月27日
今治バイパス小泉自動契約コーナー
愛媛県今治市小泉三丁目３９４番１
※１月２７日(木)オープン予定

有

福岡お客様サービスプラザ -

博多筑紫口自動契約コーナー -

柳川自動契約コーナー 2022年1月10日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

-

和白自動契約コーナー 有

博多バイパス松崎自動契約コーナー 有

長崎県　 時津自動契約コーナー 2022年2月6日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

－

浜線自動契約コーナー 有

上熊本自動契約コーナー 有

鹿児島県 名瀬自動契約コーナー 2021年7月1日
※近隣に弊社店舗がございません。
    恐れ入りますが、インターネットもしくは提携先をご利用ください。

-

以上

熊本県 ３号線近見自動契約コーナー 2021年8月31日

新居浜自動契約コーナー 2021年9月1日

Ｒ１８５号広自動契約コーナー 2021年10月4日

福山南自動契約コーナー 2021年10月4日

３号線バイパス新宮自動契約コーナー 2022年2月6日

愛媛県

香椎自動契約コーナー 2022年1月10日

宮島街道五日市自動契約コーナー 2022年2月6日

広島県

福岡県

2021年9月30日Ｒ５４号緑井自動契約コーナー

https://locations.promise.co.jp/8842
https://locations.promise.co.jp/8180
https://locations.promise.co.jp/81SE
https://locations.promise.co.jp/8772
https://locations.promise.co.jp/80OO
https://locations.promise.co.jp/80WZ
https://locations.promise.co.jp/81ZW
https://locations.promise.co.jp/80FU
https://locations.promise.co.jp/80KW
https://locations.promise.co.jp/80XR
https://locations.promise.co.jp/8522
https://locations.promise.co.jp/8152
https://locations.promise.co.jp/8729
https://locations.promise.co.jp/81QE
https://locations.promise.co.jp/7850
https://locations.promise.co.jp/81YG
https://locations.promise.co.jp/81QO
https://locations.promise.co.jp/80RG
https://locations.promise.co.jp/8574
https://locations.promise.co.jp/81CM
https://locations.promise.co.jp/81YX
https://locations.promise.co.jp/81JT
https://locations.promise.co.jp/81QZ
https://locations.promise.co.jp/81UG
https://locations.promise.co.jp/81QD
https://locations.promise.co.jp/8725
https://locations.promise.co.jp/81UB
https://locations.promise.co.jp/80OU
https://locations.promise.co.jp/81QL
https://locations.promise.co.jp/80WT
https://locations.promise.co.jp/81PZ

