
店舗名 郵便番号 住所

愛川角田 243-0301 神奈川県愛甲郡愛川町角田１７０番地９

愛川六倉 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津２４６５番地１

愛川中津西 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津字角田境１４８８－３

愛川田代 243-0306 神奈川県愛甲郡愛川町田代１３１番地２

伊勢原下糟屋 259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋２７４番１

伊勢原下落合 259-1121 神奈川県伊勢原市下落合６１１－５

伊勢原桜坂 259-1136 神奈川県伊勢原市串橋３５１－４

横須賀芦名 240-0104 神奈川県横須賀市芦名二丁目２０番２８号

松山横須賀あわた 239-0845 神奈川県横須賀市粟田２－４－９

佐野寅二安浦 238-0012 神奈川県横須賀市安浦町２－２７

衣笠インター 238-0025 神奈川県横須賀市衣笠町４３－１２

横須賀追浜 237-0062 神奈川県横須賀市浦郷町４－８－１１

たかはし吉井 239-0804 神奈川県横須賀市吉井３－１３－９

京急久里浜駅前 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜１－５－８ＳＴビル

久里浜港前 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜８－１７－４

横須賀金谷 238-0034 神奈川県横須賀市金谷３－１－５

武山駐屯地北 238-0317 神奈川県横須賀市御幸浜１－１

武山駐屯地南 238-0317 神奈川県横須賀市御幸浜１－１

松山公郷 238-0022 神奈川県横須賀市公郷町１－５２－８

横須賀衣笠 238-0022 神奈川県横須賀市公郷町３－１－２

湘南港が丘 237-0079 神奈川県横須賀市港が丘１－１

横須賀根岸町 239-0807 神奈川県横須賀市根岸町３－２－８

佐原四丁目 239-0835 神奈川県横須賀市佐原４丁目１－５

横須賀三春町 238-0014 神奈川県横須賀市三春町１－２１

京浜堀之内 238-0014 神奈川県横須賀市三春町３－３６

横須賀山科台 238-0312 神奈川県横須賀市山科台１０－１８

横須賀中央西口 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－３０－１－１９

横須賀中央駅前 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－７

油屋秋谷 240-0105 神奈川県横須賀市秋谷２－７－２

Ｍ・Ｙ湘南国際村 240-0107 神奈川県横須賀市湘南国際村１－３－１

相原上町 238-0017 神奈川県横須賀市上町１－８１

油屋森崎 238-0023 神奈川県横須賀市森崎１－１５－１６

横須賀須軽谷 238-0314 神奈川県横須賀市須軽谷３０７－１１

ウェルシティ横須賀 238-0046 神奈川県横須賀市西逸見町１－３８－１１

横須賀光風台 239-0824 神奈川県横須賀市西浦賀３丁目２３番８号

横須賀船越町 237-0076 神奈川県横須賀市船越町３丁目２１－２

ミナワ船越 237-0076 神奈川県横須賀市船越町７－１６

防衛大学校 239-0811 神奈川県横須賀市走水１－１０－２０

飯田走水 239-0811 神奈川県横須賀市走水２－１４－４

横須賀御幸浜 238-0311 神奈川県横須賀市太田和２－２－１

横須賀中央 238-0008 神奈川県横須賀市大滝町２－１２

リドレ横須賀中央 238-0008 神奈川県横須賀市大滝町２丁目６

横須賀大津町 239-0808 神奈川県横須賀市大津町２丁目３番７号

横須賀池上 238-0035 神奈川県横須賀市池上３－１－６

松山横須賀インター 238-0035 神奈川県横須賀市池上６－３－１

横須賀長井一丁目 238-0316 神奈川県横須賀市長井１－１４－１６

荒崎入口 238-0316 神奈川県横須賀市長井１丁目２７番１７号



横須賀長坂 240-0101 神奈川県横須賀市長坂３－１１－１１

追浜本町 237-0068 神奈川県横須賀市追浜本町一丁目１０６番地

蔭山馬堀海岸 239-0801 神奈川県横須賀市馬堀海岸４－２－１

横須賀武四丁目 238-0313 神奈川県横須賀市武四丁目３６番７号

横須賀平作 238-0032 神奈川県横須賀市平作１丁目２番１号

横須賀共済病院 238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通１丁目１６

高梨米が浜 238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通２－１－４

横須賀汐入駅前 238-0041 神奈川県横須賀市本町３丁目３１

野比中学前 239-0841 神奈川県横須賀市野比４－３－８

相鉄希望ヶ丘駅 241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望ヶ丘２６５

中白根 241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根３丁目１－１

鶴ヶ峰 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰１－２１－１

相鉄鶴ヶ峰駅 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２丁目７８

鶴ヶ峰本町 241-0021 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町２－４５－１７

横浜希望ヶ丘 241-0824 神奈川県横浜市旭区南希望が丘６７

相鉄二俣川駅 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目９１－７

岡村 235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村１－７－１

横浜汐見台 235-0022 神奈川県横浜市磯子区汐見台１丁目６－２

大船駅北 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間１－５－１

松山釜利谷 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－５－１５

横浜釜利谷南 236-0045 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南２丁目４－６

幸浦二丁目 236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１－２０

金沢幸浦一丁目 236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目１２－１

Ｍ・Ｙ金沢シーサイド 236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１３番５

松山金沢文庫 236-0014 神奈川県横浜市金沢区寺前１丁目３番８号

横浜八景島 236-0012 神奈川県横浜市金沢区柴町３４５－５

金沢八景駅前 236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸１７番１２号

金沢鳥浜町 236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町５番２１他１筆

シティ能見台 236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台４－３－１４

横浜富岡西七丁目 236-0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西７丁目３－５

金沢富岡 236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東１－２０－５

横浜富岡東 236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東６丁目３１－１８

ウシオ福浦 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦２－９－５

平潟 236-0023 神奈川県横浜市金沢区平潟町２３－２２

金沢柳町 236-0026 神奈川県横浜市金沢区柳町１８‐７

金沢柳町東 236-0026 神奈川県横浜市金沢区柳町３４－２１（地番）

六浦四丁目 236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦４－４－１９

金沢瀬ケ崎 236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東２－４－６

サンズ上永谷Ｌ－ウィング 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台１－２－１

双葉南高校前 233-0003 神奈川県横浜市港南区港南２－２８－３０

港南台三丁目 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３丁目２３－３３

上永谷二丁目 233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷２－１６

北綱島 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東４－１－５

大倉山駅前 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山１－３－１３

大倉山一丁目 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山１丁目１７－３

プローラ大倉山 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山３－２－３４

ｍｉｎｉピアゴ菊名駅西 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸２１２番地１

横浜神大寺三丁目 221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺３－３３－９



横浜神大寺四丁目 221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺４丁目８－２

石田屋神之木町 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町１０－１２

横浜大口駅前 221-0002 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３３－３

ニック片倉 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－２４

瀬谷中央 246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央７番地３５

瀬谷北町 246-0002 神奈川県横浜市瀬谷区北町３－１２

あざみ野二丁目 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－９－８

青葉しらとり台 227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台１－１

青葉台駅南 227-0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘１－９青葉台由樹ビル

こどもの国 227-0038 神奈川県横浜市青葉区奈良１丁目１９ー１

いずみ踊場駅前 245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南１丁目１－３０

中田駅前 245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南３－１－１３

弥生台駅前 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台１４－１

緑園都市駅西口 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園３－１－１

緑園都市駅東口 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園４－１－２緑園都市ショッピングプラザ「相鉄

泉かまくらみち 245-0023 神奈川県横浜市泉区和泉中央南１丁目２１－１０

いずみ中央駅前 245-0023 神奈川県横浜市泉区和泉中央南５－４－１

松山いずみ中央 245-0023 神奈川県横浜市泉区和泉中央南五丁目４－２６

横浜和泉町 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町３７３０－７

相鉄いずみ野駅 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町５７３６

関内駅前 231-0017 神奈川県横浜市中区港町２丁目９－２

都筑富士見が丘 224-0051 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１４－２６

横浜吉野町駅前 232-0014 神奈川県横浜市南区吉野町３－１６

大岡五丁目 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡５丁目３－２

霧が丘二丁目 226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘２丁目１６－５、１６－６

海老名上河内 243-0415 神奈川県海老名市上河内字永池３１３番１

鎌倉駅西口 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町１１－５

西鎌倉駅前 248-0033 神奈川県鎌倉市腰越１１７９

鎌倉山ノ内 247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内１３９５

鎌倉駅東口 248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－２－１６

鎌倉二の鳥居 248-0006 神奈川県鎌倉市小町２－１５－１

鎌倉雪ノ下 248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下３－４－２５

大船駅東口 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－１０－１８

大船仲通 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－１１－１６

大船一丁目 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－２６－３３

大船駅前 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－８－２

大船中央 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－９－５

大船谷之前 247-0056 神奈川県鎌倉市大船字谷之前１７４５

大船二丁目 247-0056 神奈川県鎌倉市大船二丁目２４番３１号

鎌倉長谷 248-0016 神奈川県鎌倉市長谷１－８－５

茅ヶ崎小和田三丁目 253-0012 神奈川県茅ヶ崎市小和田三丁目４番２号

茅ヶ崎堤坂下 253-0006 神奈川県茅ヶ崎市堤２３０９－１他（地番）

厚木インター 243-0021 神奈川県厚木市岡田３２０３

厚木及川 243-0212 神奈川県厚木市及川二丁目２３番１８

厚木上荻野 243-0201 神奈川県厚木市上荻野２４５－１

厚木市立病院 243-0004 神奈川県厚木市水引一丁目１６番３６号

厚木中町三丁目 243-0018 神奈川県厚木市中町３丁目１１－２０

厚木長谷 243-0036 神奈川県厚木市長谷２９２－１外３筆



厚木長谷南 243-0036 神奈川県厚木市長谷６番３４

寒川一之宮 253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮一丁目１０－４１

寒川宮山 253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山２０８８－４

座間ひばりが丘 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘４－５－５

座間ひばりが丘二丁目 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘二丁目１５番２１

葉山町 240-0115 神奈川県三浦郡葉山町上山口字大沢２９７６－１

三崎原町 238-0223 神奈川県三浦市原町２－２２

三浦三崎 238-0243 神奈川県三浦市三崎５丁目２－１

三崎口 238-0112 神奈川県三浦市初声町三戸字はた２３７－７

油屋三浦海岸 238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田３４１３

小田原たじま 256-0811 神奈川県小田原市田島１１番地１

秦野運動公園東 257-0031 神奈川県秦野市曽屋６８７番３５

東海大学駅前 257-0003 神奈川県秦野市南矢名１－１３－１５

逗子渚橋 249-0005 神奈川県逗子市桜山８－１６－１５

逗子山の根 249-0002 神奈川県逗子市山の根１－２－３２

ウシオ逗子小坪 249-0008 神奈川県逗子市小坪１－８－７

逗子インター 249-0004 神奈川県逗子市沼間６－６－３

新逗子駅前 249-0006 神奈川県逗子市逗子５－１－２３

逗子銀座通り 249-0006 神奈川県逗子市逗子５丁目３番４３号

宮崎台駅前 216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎二丁目８番地２９

ｍｉｎｉピアゴ川崎宮前平 216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平３－１１－２３

神木本町二丁目 216-0031 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目３番５号

蔵敷 216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生１－２－２４

東有馬二丁目 216-0002 神奈川県川崎市宮前区東有馬２－４１－４０

川崎宮前南平台 216-0024 神奈川県川崎市宮前区南平台１８－１３

宮前南野川 216-0001 神奈川県川崎市宮前区野川４１５４－２

エクセレンス野川 216-0001 神奈川県川崎市宮前区野川６３

小向西町 212-0004 神奈川県川崎市幸区小向西町４丁目１０６

川崎下作延 213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延３丁目１４番３３号

山中屋高津駅前 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口４－５－５

川崎ＫＳＰ前 213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸１－２１－６

川崎新作二丁目 213-0014 神奈川県川崎市高津区新作２－１１－１３

川崎塩浜 210-0826 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目８番６

川崎大師駅前二丁目 210-0802 神奈川県川崎市川崎区大師駅前二丁目１１番１３

アスロード小田栄 210-0837 神奈川県川崎市川崎区渡田４－１２－８

川崎藤崎 210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－４－７

川崎浜町二丁目 210-0851 神奈川県川崎市川崎区浜町２－１５－４

堰三丁目 214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰３丁目１０番４号

川崎多摩病院前 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原１－１－４０

京王稲田堤駅前 214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅２－１５－３

川崎登戸 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２８６－２

登戸中央 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸４４５

サンズ向河原駅東 211-0011 神奈川県川崎市中原区下沼部１７６２－１２

武蔵小杉駅北口 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目４０３番６０

川崎中丸子 211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子５４９番１

木月一丁目 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月１丁目３番４３号

岡田屋元住吉 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月２－１０－１

元住吉駅北 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月２丁目１－３ラバーズパーク



川崎元住吉駅前 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月２丁目６―２３

木月三丁目 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月３丁目１７－１５クリフトンコート

川崎東百合丘 215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘３丁目１２番１３号

川崎麻生片平 215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平２丁目２５番１０号

新百合ケ丘駅前 215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１６－７

相模原番田 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝２０３９－１

北里大学病院 252-0329 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１

北里大学Ｌ１号館 252-0329 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１北里大学Ｌ１号館

大和上草柳 242-0029 神奈川県大和市上草柳１０４－３

大和深見西 242-0018 神奈川県大和市深見西２丁目２－２

大和代官四丁目 242-0025 神奈川県大和市代官４－１８－６

サンズ中央林間四丁目 242-0007 神奈川県大和市中央林間４丁目２９－２０

藤沢稲荷 251-0862 神奈川県藤沢市稲荷１－９－２９

藤沢羽鳥 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥１－３－５０

羽鳥五丁目 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥５－８－３４

六会日大駅前 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野２－１－１

藤沢石上 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上２丁目５－１

湘南台二丁目 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２丁目１２番１号

湘南台文化センター前 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台５丁目４－５

藤沢石川 252-0815 神奈川県藤沢市石川６３５－８

藤沢石川五丁目 252-0815 神奈川県藤沢市石川五丁目９－１９

藤沢善行 251-0871 神奈川県藤沢市善行２丁目１－１

湘南ライフタウン 251-0861 神奈川県藤沢市大庭５３４９－９

辻堂新町三丁目 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町３－２－３６

藤沢渡内 251-0011 神奈川県藤沢市渡内２－１５－２

藤沢藤が岡 251-0004 神奈川県藤沢市藤が岡１－１１－４

藤沢遊行通り 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢２２５－２

藤沢駅北口 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢４８４－１安田生命藤沢ビル

かしわや南藤沢 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２０－２０

藤沢駅南口 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２３－９

松山湘南江ノ島 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸１－１１－９

片瀬江ノ島駅前 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸２－１６－１０

本藤沢六丁目 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢６－１３－１１

平塚桜ケ丘 254-0053 神奈川県平塚市桜ヶ丘１－１

平塚山下 254-0911 神奈川県平塚市山下１４－１

平塚四之宮 254-0014 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号

平塚真土 254-0019 神奈川県平塚市西真土一丁目１５４０番１他４筆（地番）

平塚虹ヶ浜 254-0823 神奈川県平塚市虹ケ浜２０－１６

平塚入野 259-1216 神奈川県平塚市入野１５８番１他

平塚片岡 259-1213 神奈川県平塚市片岡５６番地
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