
　教習生の皆さんの一層の利便性向上を目指し、新しい送迎システムが６月上旬に導入されます。
　新しいシステムでの「ホワイトWAGON」は、
　　　・携帯からネットで予約（前日営業時間終了までにお迎え・お送り共に予約が必要）となります。
　　　・予約日前夜にお迎えに行く時間等がメールで配信されます。
　　　・到着が遅れる時はメールが配信されます。
　　　・携帯から現在地の確認が可能となります。

　「ホワイトWAGON」のご利用には、送迎ポイントの事前登録が必要となります。
　お手数ですが、下記の送迎ポイントからご希望の場所を選択の上、
登録申請書に記入して、「ホワイトWAGON」キャスト、または事務スタッフまでご提出ください。
　登録には多少時間がかかります。登録申請書は、お早めにご提出くだいますよう、お願い致します。
　ご不明な点は、お気軽にスタッフまでお尋ね下さい。

記
東浦和周辺

送迎ポイント 住所 送迎ポイント 住所
1 美園支所 さいたま市緑区大字大門1973-1 47 ＪＡさいたま　三室支店 さいたま市緑区大字三室2202-1

2 セブンイレブン　浦和南部領店 さいたま市緑区大字南部領辻3175-1 48 山田うどん　北宿店 さいたま市緑区大字三室2168-1

3 浦和学院　協志寮前 さいたま市緑区大字代山9-2 49 北宿公園 さいたま市緑区大字三室2391-8

4 ミニストップ　さいたま宮本店 さいたま市緑区宮本1-19-3 50 大古里公民館 さいたま市緑区大字三室2614-2

5 福ちゃん青果店 さいたま市緑区馬場2-36-3 51 安楽亭　浦和三室店 さいたま市緑区大字三室321-1

6 コミュニティストアたなか さいたま市緑区宮本2-5-4 52 山﨑　市民の窓口 さいたま市緑区大字三室223-8

7 やまぼうし さいたま市緑区馬場1-30-1 53 橋本屋　浦和店 さいたま市緑区大字三室199-1

8 三室中学校　校門前 さいたま市緑区馬場1-38-2 54 ミニストップ　浦和木崎店 さいたま市浦和区木崎5-37-12

9 セイムス　浦和三室店 さいたま市緑区松木2-1-11 55 フレッシュ　タケヤ 川口市差間2-22-32

10 セブンイレブン　浦和松ノ木店 さいたま市緑区松木2-3-3 56 ＪＡあゆみ野　差間支店 川口市大字差間318-1

11 ヨークマート　三室店 さいたま市緑区松木2-8-1 57 ヤマザキショップ　 川口市差間3-28-14

12 うどんの久兵衛屋　東浦和店 さいたま市緑区芝原1-5-7 58 スリーエフ　川口北原台店 川口市北原台3-19-17

13 コモディイイダ　芝原店 さいたま市緑区芝原1-1-1 59 マクドナルド　川口差間店 川口市大字差間188-1

14 ワークマン　浦和芝原店 さいたま市緑区芝原3-35 60 マルヤ　さしま店 川口市大字差間153-5

15 オートバックス　東浦和店 さいたま市緑区大間木544 61 セブンイレブン　川口源左衛門店 川口市大字源左衛門新田61-7

16 三室支所 さいたま市緑区大字三室1946-5 62 豊来軒 川口市大字東内野333-1

17 まつき保育園 さいたま市緑区松木2-19-21 63 リカーマート　いせや 川口市大字木曽呂802

18 セブンイレブン　さいたま中尾バイパス店 さいたま市緑区中尾駒形1292-2 64 中華玉子麺　一心楼　 川口市大字木曽呂301-4

19 セブンイレブン　東浦和７丁目店 さいたま市緑区東浦和7-19-1 65 ベルプラザ 川口市大字神戸147

20 トレジャーファクトリー　東浦和店 さいたま市緑区東浦和4-13-20 66 デイリーヤマザキ　川口木曽呂店 川口市大字木曽呂498-4

21 ドラッグ　スギ　浦和大牧店 さいたま市緑区東浦和3-15-3 67 川口木曽呂郵便局　 川口市大字木曽呂565-5

22 セブンイレブンさいたま　中尾店 さいたま市緑区東浦和9-20-15 68 川口市神根福祉センター 川口市大字道合1421

23 ダスキン　中尾支店 さいたま市緑区大字中尾1687-4 69 ローソン道合店 川口市大字道合285-1-4

24 緑消防署 さいたま市緑区中尾973-2 70 埼玉学園大学　入口 川口市大字木曽呂1425

25 緑区役所　入口 さいたま市緑区大字中尾975-1 71 コモディイイダ　東浦和店 さいたま市緑区大字大間木1714-1

26 浜寿司 さいたま市緑区大字中尾3002 72 セブンイレブン　浦和大間木店 さいたま市緑区大字大間木1692-5

27 中尾第二公園 さいたま市緑区大字中尾3077 73 石窯パン工房　東浦和店 さいたま市緑区大字大間木1705-1

28 中尾第一公園 さいたま市緑区大字中尾2021 74 ジョナサン　東浦和店 さいたま市緑区大字大間木1633-7

29 あかつき幼稚園 さいたま市緑区大字中尾2342-2 75 ヨークマート　柳崎店 川口市柳崎5-1-35

30 ミニストップ　浦和井沼方店 さいたま市緑区東浦和2-72-1 76 不二家　東浦和店 川口市柳崎4-28-38

31 東浦和公民館 さいたま市南区大字大谷口5339 77 井沼方公園 さいたま市緑区東浦和2-15-1

32 ウェアハウス　東浦和店 さいたま市緑区東浦和1-5-8 78 サミットストア　東浦和店 さいたま市緑区東浦和2-51-26

33 東浦和駅　アイプラザ前バス停 さいたま市緑区東浦和1-1-8 79 向小学校 さいたま市南区大谷口5437

34 ココス　広ヶ谷戸店 さいたま市南区大字広ヶ谷戸293-1 80 安楽亭　浦和大谷口店 さいたま市南区大字大谷口5607

35 セブンイレブン　中尾緑島店 さいたま市緑区大字中尾2501-1 81 BOOK OFF　さいたま円正寺店 さいたま市南区円正寺後新田399-1

36 ハンバーグ大魔王　東浦和店 さいたま市緑区大字中尾936-1 82 柳崎公園 川口市柳崎4-5

37 島忠ホームセンター　浦和中尾店 さいたま市緑区大字中尾835 83 島忠ホームセンター　川口本店 川口市柳崎1-16-1

38 ミニストップ　浦和さいど店 さいたま市緑区道祖土4-19 84 ローソン　川口伊刈店 川口市大字伊刈194-11

39 かつはな亭　浦和店 さいたま市緑区大字中尾303-1 85 スリーエフ　川口伊刈店 川口市大字伊刈74-3

40 サンドラッグ　浦和花月店 さいたま市緑区中尾260-1 86 セイムス　柳崎店 川口市柳根町3-10

41 文教堂書店　浦和原山店 さいたま市緑区原山4-33-20 87 創庫生活館　川口北店 川口市柳崎1-20-38

42 さいたまコープ　浦和東店 さいたま市緑区大字中尾550-1 88 ヤオフジ 川口市柳根町16-1

43 セイムス　三室西店 さいたま市緑区大字三室1220-2 89 マルエツ　柳崎店 川口市北園町1-1

44 三室バッティングセンター さいたま市緑区大字三室1316 90 ＪＡ川口市　本店 川口市北園町12-1

45 浦和三室郵便局 さいたま市緑区大字三室1648 91 セブンイレブン　在家町店 川口市在家町1-15

46 セブンイレブン　浦和三室店 さいたま市緑区大字三室1656-1
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浦和・南浦和方面 与野・北浦和方面
送迎ポイント 住所 送迎ポイント 住所

92 ローソン　東口東仲町店 さいたま市浦和区東仲町25-28 158 木崎不動産 さいたま市浦和区針ヶ谷3-7-8

93 浦和駅前交番 さいたま市浦和区高砂1-16-10 159 マツモトキヨシ　浦和上木崎店 さいたま市浦和区上木崎2-14-23

94 マサキヤ文具店 さいたま市浦和区高砂2-6-3 160 やすらぎホール　与野 さいたま市浦和区上木崎4-2-23

95 浦和ロイヤルパインズホテル さいたま市浦和区仲町2-5-1 161 ヤオコー　浦和上木崎店 さいたま市浦和区上木崎4-9-15

96 いなげや　浦和常盤店 さいたま市浦和区常盤5-1-3 162 埼玉コープ　上木崎店 さいたま市浦和区上木崎7-6-7

97 ビッグ・エー　浦和本太店 さいたま市浦和区本太4-11-10 163 セイムス　木崎店 さいたま市浦和区木崎2-19-18

98 浦和本太郵便局 さいたま市浦和区本太2-9-2 164 ＴＡJＩＭＡ　木崎店 さいたま市浦和区木崎4-2-1

99 本太ケアセンター さいたま市浦和区本太1-14-6 165 ガスト　山﨑店 さいたま市緑区山﨑1-19-17

100 魚直 さいたま市浦和区本太1-1-13 166 ウエルシア　木崎店 さいたま市浦和区木崎1-7-27

101 武蔵野銀行　浦和支店 さいたま市浦和区東高砂町25-4 167 コモディ　イイダ　北浦和店 さいたま市浦和区木崎1-4

102 加藤クリニック さいたま市浦和区前地2-3-11 168 ピザーラ　北浦和店 さいたま市浦和区木崎2-4-2

103 埼玉県宅建会館 さいたま市浦和区東高砂町6-15 169 寿司　銚子丸　浦和木崎店 さいたま市浦和区木崎2-1-20

104 久保皮膚科医院 さいたま市浦和区前地3-8-13 170 ＪＡさいたま分館　 さいたま市浦和区領家4-24-16

105 セイムス　太田窪薬局 さいたま市南区太田窪2-11-2 171 すき家　さいたま領家店 さいたま市浦和区領家4-14-5

106 埼玉ヤクルト販売　太田窪センター さいたま市南区太田窪2-15-4 172 がってん寿司　北浦和店 さいたま市浦和区上木崎4-12-12

107 グロースイックゴルフクラブ さいたま市緑区太田窪1-19-12 173 木崎小学校正門 さいたま市浦和区領家4-19-4

108 藤屋酒店 さいたま市緑区太田窪1-2-13 174 北越銀行　浦和支店 さいたま市浦和区針ヶ谷2-9-5

109 原山中学校 さいたま市緑区太田窪1-10-22 175 さいたま柔整専門学校 さいたま市浦和区針ヶ谷2-6-16

110 浦和消防署　日の出出張所 さいたま市浦和区東岸町8-10 176 セブンイレブン　針ヶ谷店 さいたま市浦和区針ヶ谷1-11-4

111 ローソン　浦和東岸町店 さいたま市浦和区東岸町9-20 177 北浦和二郵便局 さいたま市浦和区北浦和2-4-3

112 さがみ典礼　やすらぎホール南浦和 さいたま市浦和区東岸町18-5 178 ムトウ薬局 さいたま市浦和区北浦和2-2-5

113 御嶽公園 さいたま市南区南浦和2-2 179 梅林堂　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和3-11-13　　

114 葉根木公園 さいたま市南区南浦和1-12 180 クイーンズ伊勢丹　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和1-7-1　

115 セブンイレブン　南浦和１丁目店 さいたま市南区南浦和1-30-26 181 メガネフラワー北浦和店 さいたま市浦和区北浦和1-21-15

116 南浦和公民館 さいたま市南区大谷場2-6-25 182 県立浦和高校正門 さいたま市浦和区領家5-3-3

117 生そば　ことぶきや さいたま市南区太田窪5-4 183 埼玉りそな銀行　北浦和支店 さいたま市浦和区北浦和1-1-5

118 サンクス　浦和太田窪店 さいたま市南区太田窪4-17-16 184 ローソンストア100　北浦和店 さいたま市浦和区元町3-4-6　

119 セブンイレブン　さいたま大谷場店 さいたま市南区大谷場2-14-32 185 コインランドリー　スリーエス北浦和店 さいたま市浦和区元町3-18-5

120 セイムス　南浦和店 さいたま市南区南浦和3-8-22 186 ミニコープ　領家店 さいたま市浦和区領家2-3-7

121 マルエツ　南浦和東口店 さいたま市南区南浦和2-44-1 187 浦和領家郵便局 さいたま市浦和区領家5-12-18

122 舟山公園 さいたま市南区南浦和3-38 188 ゴルフドゥ　北浦和店 さいたま市浦和区領家4-1-2

123 ＪＡさいたま　谷田支店 さいたま市南区太田窪1719-2 189 ミニストップ　さいたま領家店 さいたま市浦和区領家1-18-14

124 南浦和ゴルフ練習場 さいたま市南区太田窪2017 190 南箇公民館 さいたま市浦和区領家3-15-10

125 ビッグ・エー　浦和太田窪店 さいたま市南区太田窪2354-1 191 ロイヤルホスト　浦和領家店 さいたま市浦和区領家3-10-13

126 セブンイレブン　さいたま太田窪店 さいたま市南区太田窪2339-6 192 谷本耳鼻咽喉科医院 さいたま市浦和区瀬ケ崎1-20-4

127 不動入公園 さいたま市南区太田窪2244-143 193 セブンイレブン　浦和元町2丁目店 さいたま市浦和区元町2-39-8

128 田中医院 さいたま市南区太田窪2923 194 ドラッグ　スギ浦和元町店 さいたま市浦和区元町2-23-27

129 華屋与兵衛　南浦和店 さいたま市南区円正寺125 195 湯屋敷　孝楽 さいたま市浦和区元町2-18-12

130 セブンイレブン　川口伊刈店 川口市伊刈955-1 196 もとまちシティ　パワフル さいたま市浦和区元町2-1-3

131 川口北郵便局 川口市伊刈1032-1 197 熊坂歯科医院 さいたま市浦和区常盤3-23-20

132 柳崎第６公園 川口市柳崎2-6 198 ココストア　浦和元町店 さいたま市浦和区元町1-14-1

133 円正寺第一公園 さいたま市南区円正寺508 199 古藤内科小児科医院 さいたま市浦和区元町1-22-6

134 大島台公園 さいたま市南区太田窪2634 200 ダンテ工房店 さいたま市浦和区元町1-31-15

135 セブンイレブン　さいたま大谷口明花店 さいたま市南区大谷口5698-1 201 ファミリーマート　浦和駒場店 さいたま市浦和区駒場2-5-2

136 善前南公園 さいたま市南区太田窪善前南地内 202 駒場スタジアム駐車場入口 さいたま市浦和区駒場2-1-1

137 篠堤公園 さいたま市南区大谷口向原地内 203 クリーニングオリジナル　瀬ヶ崎店 さいたま市浦和区瀬ヶ崎2-2-8

138 ファミリーマート　浦和大谷口店 さいたま市南区大谷口1747-1 204 酒のＴＯＰ　北浦和店 さいたま市浦和区瀬ヶ崎2-4-20

139 大谷口氷川神社 さいたま市南区大谷口2285 205 ムカサストア さいたま市浦和区瀬ヶ崎3-5-15

140 セブンイレブン　　さいたま大谷口店 さいたま市南区広ヶ谷戸126-1 206 セブンイレブン　浦和瀬ヶ崎店 さいたま市浦和区瀬ヶ崎3-16-5

141 マルゴ　浦和大谷口店 さいたま市南区大谷口996-10 207 しまむら　三室店 さいたま市緑区道祖土3-4-18

142 コンビニ　かんの さいたま市南区大谷口1311 208 Ａ＆Ｐ合気道　石垣道場 さいたま市浦和区領家4-2-17

143 大谷口細野公園 さいたま市南区大谷口細野988 209 ティーアイランド さいたま市浦和区大東1-4-7

144 マツモトキヨシ　浦和大谷口店 さいたま市南区大谷口1274-2 210 大東自治会館 さいたま市浦和区大東1-9-13

145 サミットストア　太田窪店 さいたま市緑区太田窪3-16-1 211 大東公民館 さいたま市浦和区大東2-13-16

146 諏訪入公園 さいたま市緑区太田窪3-19 212 大東郵便局 さいたま市浦和区大東3-25-1

147 ビックドライ　大谷口店 さいたま市南区大谷口973-1

148 イタリアンレストラン　ピノキオ さいたま市南区広ヶ谷戸3-3

149 ローソン　さいたま大谷口店 さいたま市南区大谷口854-1

150 中華武蔵 さいたま市南区大谷口653-1

151 そば新 さいたま市緑区太田窪3-3-4

152 原田医院 さいたま市緑区原山1-20-5

153 薬師会館公民館 さいたま市緑区原山4-17-22

154 ドン・キホーテ　浦和原山店 さいたま市緑区原山4-3-3

155 青木信用金庫　浦和支店 さいたま市緑区原山2-25-21

156 ファミリーマート　さいたま原山二丁目店 さいたま市緑区原山2-31-16

157 セブンイレブン　浦和原山三丁目店 さいたま市緑区原山3-6-23

ご不明な点は、
お気軽に

スタッフまで♪


