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「TOLLROAD カード」配布場所一覧 
○狭山環状有料道路 TOOLROADカード（９箇所） 

 

○新見沼大橋有料道路 TOOLROADカード（６箇所） 

 ※１ Pasmo・Suicaでの支払いも可 

 ※２ イオン浦和美園店のみのサービスです。 

  

No 配布場所 入手方法 電話番号 所在地 営業時間・定休日等 

1  狭山環状有料道路 料金所 
現金支払にて通行 または 
回数券・共通割引券を購入 

04-2953-7988 狭山市柏原字川原 3094 24時間 無休 

2  狭山環状有料道路 管理事務所 
回数券・共通割引券を購入  
または 領収書を提示 

04-2953-7988 狭山市柏原字川原 3094 24時間 無休 

3  埼玉県道路公社 本社 
回数券・共通割引券を購入  
または 領収書を提示 

048-822-8073 
さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 
 (浦和合同庁舎４階) 

8:30～17:15 土日祝・年末年始休 

4  埼玉県 県土整備部 道路政策課 領収書を提示 048-830-5015 
さいたま市浦和区高砂 3-15-1 
（埼玉県庁第二庁舎２階） 

8:30～17:15 土日祝・年末年始休 

5  狭山市勤労者福祉サービスセンター 
回数券を購入 または 
領収書を提示 

04-2955-7811 
狭山市入間川 1-3- 
（産業労働センター1階） 

8:30～17:00 土日祝・年末年始休 

6  ベルク ベスタ狭山店 サービスカウンター 領収書を提示 04-2950-7700 狭山市入間川 1025 9:00～24:00 無休 

7  あぐれっしゅげんき村 領収書を提示 04-2957-0831 狭山市大字堀兼 2085-1 
9:30～18:30（10月～3月は 17:30まで） 

第 3水・年末年始休 
8  イオン 武蔵狭山店 サービスカウンター 領収書を提示 04-2953-1141 狭山市入間川 3-31-5 9:00～21:00 無休 
9  イオン 狭山店 サービスカウンター 領収書を提示 04-2969-7700 狭山市上奥富 1126-1 9:00～22:00 無休 

No 配布場所 入手方法 電話番号 所在地 営業時間・定休日等 

1  新見沼大橋有料道路 料金所 
現金支払にて通行※１ または 
回数券・共通割引券を購入 

048-878-3262 さいたま市緑区大字大崎 1730-1 24時間 無休 

2  埼玉県道路公社 本社 
回数券・共通割引券を購入  
または 領収書を提示 

048-822-8073 
さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 
 (浦和合同庁舎４階) 

8:30～17:15 土日祝・年末年始休 

3  埼玉県 県土整備部 道路政策課 領収書を提示 048-830-5015 
さいたま市浦和区高砂 3-15-1 
（埼玉県庁第二庁舎２階） 

8:30～17:15 土日祝・年末年始休 

4  イオン 浦和美園店 サービスカウンター 
回数券を購入 または 
「新見沼大橋のお帰り通行券 
１枚サービス※２」を利用 

048-812-6511 さいたま市緑区大字大門 3710 9:00～23:00 無休 

5  ファミリーマート 浦和芝原店 回数券を購入 048-810-4741 さいたま市緑区大字大間木 194-1 24時間 無休 
6  ファミリーマート さいたま原山二丁目店 回数券を購入 048-813-5735 さいたま市緑区原山 2-31 24時間 無休 

別 紙 



２／２ 

○皆野寄居有料道路 TOOLROADカード（２３箇所） 
No 配布場所 入手方法 電話番号 所在地 営業時間・定休日等 

1  皆野寄居有料道路 料金所 
現金支払にて通行 または 
回数券・共通割引券を購入 

0494-62-4777 秩父郡皆野町大字下田野 494 24時間 無休 

2  皆野寄居有料道路 管理事務所 
回数券・共通割引券を購入  
または 領収書を提示 

0494-62-4777 秩父郡皆野町大字下田野 494 24時間 無休 

3  埼玉県道路公社 本社 
回数券・共通割引券を購入  
または 領収書を提示 

048-822-8073 
さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 
 (浦和合同庁舎４階) 

8:30～17:15 土日祝・年末年始休 

4  埼玉県 県土整備部 道路政策課 領収書を提示 048-830-5015 
さいたま市浦和区高砂 3-15-1 
（埼玉県庁第二庁舎２階） 

8:30～17:15 土日祝・年末年始休 

5 
 やまなみ売店 
（皆野寄居有料道路料金所脇休憩施設） 

回数券を購入 または 
領収書を提示 

無し 秩父郡皆野町大字下田野 494 9:00～17:00 年末年始休 

6  ファミリーマート 秩父皆野店 
回数券を購入 または 
領収書を提示 

0494-62-5315 秩父郡皆野町大字皆野 36-7 24時間 無休 

7  ローソン秩父皆野店 
回数券を購入 または 
領収書を提示 

0494-63-2430 秩父郡皆野町皆野 133 24時間 無休 

8  秩父商工会議所 
回数券を購入 または 
領収書を提示 

0494-22-4411 秩父市宮側町 1-7 8:45～17:15 土日祝・年末年始休 

9  皆野町商工会 
回数券を購入 または 
領収書を提示 

0494-62-1311 秩父郡皆野町皆野 1423 8:30～17:15 土日祝・年末年始休 

10  荒川商工会 
回数券を購入 または 
領収書を提示 

0494-54-1059 秩父市荒川上田野 1427-1 8:30～17:15 土日祝・年末年始休 

11  バンビサービス協同組合 
回数券を購入 または 
領収書を提示 

0494-75-2491 
秩父郡小鹿野町小鹿野 377-1 
（夢鹿蔵内） 

10:00～17:00 水祝日・年末年始休 

12  秩父旅館業協同組合 
回数券を購入 または 
領収書を提示 

0494-24-7538 秩父市野坂町 1-16-15 9:00～17:00 年末年始休 

13  道の駅龍勢会館 領収書を提示 0494-77-0333 秩父市吉田久長 32番地 9:00～16:30 年末年始休 
14  長瀞町観光情報館 領収書を提示 0494-66-3311 秩父郡長瀞町長瀞 529-4 9:00～17:00 無休 
15  寄居町観光協会案内所 領収書を提示 048-581-3012 大里郡寄居町大字寄居 1133-24 9:00～17:00 月・年末年始休 

16  里の駅アグリン館 領収書を提示 048-577-3743 大里郡寄居町大字折原 1810-2 
10:00～18:00（10月～3月は 17:00まで）

月・第２第４火・年末年始休 

17  道の駅はなぞの 領収書を提示 048-584-5225 深谷市小前田 458-1 
9:00～19:00（土日祝は 20:00まで） 

 年末年始休 

18  道の駅両神温泉薬師の湯 領収書を提示 0494-79-1533 秩父郡小鹿野町両神薄 2380 
10:00～20:00 

火（祝日の場合は翌日）・年末年始休 

19  道の駅みなの 
回数券を購入 または 
領収書を提示 

0494-62-3501 秩父郡皆野町大字皆野 3236-35 8:30～17:30 年末年始休 

20  道の駅大滝温泉 領収書を提示 0494-55-0126 秩父市大滝 4277-2 
10:00～20:00（12月～3月は 19:00まで）

 木・年末休 

21  道の駅あらかわ 領収書を提示 0494-54-0022 秩父市荒川日野 538-1 
9:00～17:00（12月～2月は 16:00まで） 

 年末年始休 

22  道の駅ちちぶ 
回数券を購入 または 
領収書を提示 

0494-21-2266 秩父市大宮 4625 9:00～19:00 無休 

23  道の駅果樹公園あしがくぼ 領収書を提示 0494-21-0299 秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保 1915-6 
8:30～18:00（12月～2月は 17:00まで） 

年末年始休 

 ※ No.13～23の配布場所においては「橋カード」も配布しています。橋カードの入手方法等の詳細については、埼玉県県土整備部県土整備政策

  課のホームページをご確認ください。（https://www.pref.saitama.lg.jp/a1001/hashicard.html） 


