
目店、世田谷三丁目店、世田谷駅北店、ＮＬ若林一丁目店、三軒
茶屋店、下北沢駅西口店、下北沢成徳前店、下北沢店、東北沢
駅前店、北沢店、北沢五丁目店、代沢五丁目店、世田谷代田駅
前店、代田橋駅北口店、明大前駅南店、下高井戸駅前店、世田
谷赤堤三丁目店、経堂テラスガーデン店、北烏山八丁目店、南
烏山五丁目店、世田谷給田三丁目店、成城学園前駅西口店、成
城二丁目店、ＮＬ成城六丁目店、祖師谷店、祖師ヶ谷大蔵駅南
口店、日体大前店、尾山台店、世田谷奥沢五丁目店、奥沢駅前
店、奥沢七丁目店、世田谷玉堤一丁目店、世田谷中町二丁目
店、世田谷上野毛通り店、世田谷上野毛四丁目店、上野毛一丁
目店、世田谷玉川三丁目店、世田谷瀬田五丁目店、瀬田店、用賀
店、世田谷用賀三丁目店、世田谷玉堤店、世田谷桜新町二丁目
店、世田谷鎌田四丁目店、世田谷北烏山三丁目店、目黒本町店、
学芸大学店、目黒鷹番三丁目店、目黒洗足駅前店、八雲二丁目
店、ＮＬ八雲三丁目店、目黒緑が丘三丁目店、自由ケ丘店、自
由ヶ丘二丁目店、駒場一丁目店、目黒東山店、ＮＬ祐天寺一丁目
店、ＮＬ目黒祐天寺前店、目黒一丁目店、目黒大鳥神社前店、目
黒中町一丁目店、目黒八雲一丁目店、狛江市役所前店、狛江中
和泉三丁目店、狛江和泉本町三丁目店、狛江岩戸北三丁目店、
Ｈ町田金森四丁目店、原町田六丁目店、町田中町店、町田森野
五丁目店、町田森野一丁目店、町田本町田店、町田根岸町店、
町田木曽東三丁目店、町田成瀬街道店、町田成瀬中央通店、町
田南成瀬一丁目店、小山田桜台店、町田法政大学前店、町田小
山町店、町田矢部町店、町田野津田町店、町田森の丘南店、町
田忠生店、町田金井三丁目店、町田忠生二丁目店、町田相原駅
西口店、町田図師町店、南町田三丁目店、横浜北幸一丁目店、
北幸二丁目店、ヨコハマパルナード店、横浜駅東口店、横浜スカ
イビル店、みなとみらい四丁目店、マークイズみなとみらい店、Ｍ
Ｍ横浜ブルーアベニュー店、戸部駅前店、横浜戸部町三丁目店、
横浜中央二丁目店、南浅間町店、横浜東久保町店、横浜南幸二
丁目店、横浜西前町店、SGリアルティ横浜店、横浜大口通店、横
浜西大口店、横浜新子安一丁目店、神奈川二丁目店、神奈川警
察署前店、ＮＬ横浜ベイクォーター店、金港町店、横浜神大寺一
丁目店、神奈川大学前店、横浜東白楽店、東神奈川店、西神奈
川三丁目店、反町二丁目店、鶴屋町二丁目店、横浜鶴屋町店、
三ッ沢下町店、横浜菅田町店、片倉町駅前店、横浜片倉四丁目
店、鶴見上末吉五丁目店、鶴見市場上町店、鶴見平安町一丁目
店、鶴見本町通二丁目店、横浜鶴見中央三丁目店、横浜鶴見佃
野町店、駒岡一丁目店、横浜北寺尾五丁目店、横浜馬場三丁目
店、鶴見水道道店、鶴見市場大和町店、生麦駅入口店、鶴見仲
通一丁目店、横須賀夏島町店、京急田浦駅前店、横須賀日の出
町三丁目店、横須賀森崎五丁目店、横須賀森崎三丁目店、衣笠
栄町三丁目店、横須賀平作一丁目店、横須賀本町三丁目店、横
須賀逸見店、横須賀舟倉店、横須賀根岸町二丁目店、横須賀大
津店、横須賀浦賀三丁目店、横須賀長沢店、津久井浜駅前店、
横須賀岩戸三丁目店、横須賀粟田二丁目店、横須賀鷹取店、横
須賀久里浜四丁目店、横須賀久比里店、横須賀佐原店、横須賀
大矢部三丁目店、京急大津駅前店、相模原清新四丁目店、相模
原弥栄二丁目店、さがみ夢大通り店、相模原裁判所前店、相模
原消防署前店、相模原田名店、淵野辺駅前店、相模原宮下本町
二丁目店、相模原小町通店、相模原八丁目店、相模原七丁目
店、相模原二丁目店、相模原鹿沼台一丁目店、相模原相生四丁
目店、相模原星が丘四丁目店、相模原横山台一丁目店、上溝バ
イパス入口店、相模原上溝南中前店、相模原メタセ通り店、横浜
市大附属病院店、寺前一丁目店、六浦三丁目店、六浦東一丁目
店、横浜釜利谷東二丁目店、横浜釜利谷東五丁目店、富岡東二
丁目店、富岡東五丁目店、谷津坂店、金沢福浦二丁目店、金沢
八景店、横浜瀬谷目黒町店、瀬谷相沢七丁目店、瀬谷二ツ橋町
店、瀬谷区役所前店、瀬谷二ツ橋南店、三ツ境駅前店、瀬谷三
ツ境店、瀬谷二丁目店、南瀬谷二丁目店、瀬谷阿久和南四丁目
店、相模原田名陽原店、瀬谷橋戸二丁目店、相模原東淵野辺一
丁目店、相模原緑西橋本四丁目店、相模原橋本六丁目店、相模
原橋本五丁目店、グラントーレ橋本店、相模原橋本八丁目店、
麻生細山店、川崎万福寺六丁目店、田園調布学園大学店、川崎
東百合丘三丁目店、新百合ヶ丘マプレ店、川崎上麻生七丁目
店、川崎黒川店、若葉台駅前店、はるひ野駅前店、川崎片平六丁
目店、川崎銀柳街店、ＮＬ川崎フロンティアビル店、川崎富士見
一丁目店、貝塚一丁目店、川崎日進町店、川崎台町店、川崎殿町
店、川崎塩浜三丁目店、川崎四谷上町店、川崎池上新町二丁目
店、池上新町店、川崎大島三丁目店、川崎追分町店、川崎小田
二丁目店、川崎市電通り店、川崎東扇島店、川崎マリンプラザ
店、川崎渡田三丁目店、川崎渡田向町店、川崎南町店、川崎大
宮町店、川崎塚越二丁目店、川崎小倉下町店、南加瀬五丁目
店、鹿島田駅東口店、川崎東小倉店、富士通新川崎TS店、川崎
小倉四丁目店、溝の口店、溝口ノクティ店、溝口ノクティプラザ
１店、川崎北見方一丁目店、高津末長一丁目店、高津末長店、
梶ケ谷駅前店、川崎新作一丁目店、川崎新作六丁目店、川崎
梶ヶ谷五丁目店、高津野川店、川崎久地二丁目店、川崎久地一
丁目店、川崎菅四丁目店、川崎菅三丁目店、川崎菅馬場一丁目
店、川崎菅馬場三丁目店、向ヶ丘遊園駅前店、川崎登戸店、川
崎宿河原店、宿河原三丁目店、宿河原駅前店、川崎生田八丁目
店、向ヶ丘遊園東店、川崎堰三丁目店、中原中丸子店、上丸子山
王町店、府中街道中丸子店、川崎北谷町店、木月住吉店、中原
木月四丁目店、中原木月三丁目店、井田三舞町店、新城中町店、
中原上小田中一丁目店、武蔵中原駅北口店、川崎上小田中六
丁目店、川崎野川店、川崎有馬九丁目店、川崎鷺沼一丁目店、川
崎土橋二丁目店、川崎犬蔵一丁目店、川崎潮見台店、川崎菅生
五丁目店、聖マリアンナ医大前店、川崎菅生二丁目店、川崎神
木本町四丁目店、宮前馬絹店、宮前神木本町三丁目店、宮前
初山一丁目店、中山駅前店、緑上山一丁目店、霧が丘六丁目店、
横浜霧が丘三丁目店、長津田みなみ台店、Ｈ十日市場店、長津
田駅前店、横浜いぶき野店、相模原鵜野森一丁目店、相模大野
北口店、相模原相南四丁目店、相模原上鶴間本町店、相模原磯
部店、相模原麻溝台二丁目店、相模原北里二丁目店、相模原大
野台一丁目店、相模原東大沼店、相模原下溝店、相模原相陽中
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渋谷駅、大崎駅、浜松町駅、田町駅、蒲田駅、川崎駅、鶴見駅、
石川町駅、港南台駅、戸塚駅、武蔵溝ノ口駅、藤沢駅、橋本駅、
鴨居駅

西馬込駅、馬込駅、中延駅、戸越駅、五反田駅、高輪台駅、泉岳
寺駅、三田駅、大門駅、新橋駅、芝公園駅、御成門駅、汐留駅、赤
羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅

横浜駅、関内駅、桜木町駅、阪東橋駅、新横浜駅、センター南駅、
あざみ野駅、湘南台駅、立場駅、戸塚駅、下飯田駅、中田駅、踊場
駅、舞岡駅、伊勢佐木長者町駅、高島町駅、三ツ沢下町駅、三ツ
沢上町駅、片倉町駅、岸根公園駅、北新横浜駅、新羽駅、仲町台
駅、センター北駅、中川駅、下永谷駅、上永谷駅、港南中央駅、上
大岡駅、弘明寺駅、吉野町駅

下北沢駅、町田駅、本厚木駅

品川駅、北品川駅、新馬場駅①②、青物横丁駅①②、鮫洲駅、立
会川駅、平和島駅、大森海岸駅、蒲田駅、糀谷駅、大鳥居駅、穴
守稲荷駅、天空橋駅、雑色駅、六郷土手駅、京急川崎駅①②③、
港町駅、川崎大師駅、東門前駅、産業道路駅、小島新田駅、八丁
畷駅、鶴見市場駅、京急鶴見駅、花月園前駅、生麦駅、京急新子
安駅、子安駅、神奈川新町駅、仲木戸駅、横浜駅、戸部駅、日ノ出
町駅、黄金町駅、南太田駅、井土ヶ谷駅、弘明寺駅、上大岡駅①
②、屏風浦駅、杉田駅、京急富岡駅、能見台駅、金沢文庫駅、金
沢八景駅、六浦駅、神武寺駅、新逗子駅、追浜駅、京急田浦駅、
安針塚駅、逸見駅、汐入駅、横須賀中央駅、県立大学駅、堀ノ内
駅、京急大津駅、馬堀海岸駅、浦賀駅、新大津駅、北久里浜駅、
京急久里浜駅、ＹＲＰ野比駅、京急長沢駅、津久井浜駅、三浦海
岸駅、三崎口駅

さちが丘店、今宿一丁目店、今宿西町店、今宿東町店、市沢町
店、相鉄希望ヶ丘駅店、中沢二丁目店、中白根店、鶴ヶ峰店、
鶴ヶ峰駅西店、鶴ヶ峰二丁目店、相鉄鶴ヶ峰駅店、鶴ヶ峰本町
店、三ツ境駅東店、横浜希望ヶ丘店、二俣川南口店、二俣川北口
店、横浜白根店、磯子三丁目店、岡村店、磯子丸山二丁目店、ム
サシヤ磯子店、横浜汐見台店、磯子滝頭三丁目店、磯子願行寺
前店、磯子中原二丁目店、根岸駅北店、港南台インター店、横浜
洋光台店、大船駅北店、ＴＢＬＳ大船店、横浜公田町店、栄ス
ポーツセンター店、小菅ヶ谷四丁目店、鍛冶ヶ谷二丁目店、本郷
小学校前店、栄長沼町店、影取鉄砲宿店、戸塚下倉田町店、汲
沢八丁目店、せきぐち戸塚原宿店、湘南薬品戸塚西口店、戸塚
駅西口店、サンズ戸塚駅前店、戸塚矢沢店、戸塚駅北店、戸塚Ｐ
Ａ店、サンズ戸塚深谷町店、深谷中学校前店、サンズ東戸塚駅
西口店、戸塚鳥が丘店、エクセレンス不動坂店、東戸塚駅東口
店、東戸塚店、東戸塚記念病院前店、舞岡町店、横浜舞岡町店、
小浦平戸二丁目店、東戸塚名瀬下店、戸塚名瀬町店、はまりん
上永谷駅店、サンズ上永谷Ｌ－ウィング店、サンズ丸山台三丁
目店、秋元芹が谷店、双葉南高校前店、サカイヤ港南台店、松山
港南台ガーデン店、港南中央通店、双葉笹下一丁目店、笹下四
丁目店、上永谷二丁目店、はまりん上大岡駅店、上大岡ミオカ
店、下永谷店、日限山四丁目店、日野南三丁目店、日野南六丁目
店、港南野庭店、加藤菊名公園店、妙蓮寺駅前店、菊名駅東口
店、横浜菊名店、北綱島店、高田東一丁目店、港北師岡町店、港
北篠原町店、新横浜駅西店、はまりん新羽駅店、スリーウェル新
横浜店、新横浜店、はまりん新横浜駅店、新横浜二丁目店、新横
浜中央通り店、新横浜駅前店、ファミマ新横浜プリンスペペ店、
港北新吉田店、サンズ新吉田店、大倉山駅前店、大倉山一丁目
店、プローラ大倉山店、港北太尾町店、港北大倉山店、ｍｉｎｉピ
アゴ菊名駅西店、日吉六丁目店、日吉駅前店、日吉本町店、日吉
本町駅前店、箕輪町一丁目店、はまりんあざみ野駅店、あざみ野
二丁目店、青葉すみよし台店、荏田西一丁目店、荏田西四丁目
店、江田駅前店、青葉荏田北店、青葉台駅南店、桂台二丁目店、
市ヶ尾駅北口店、青葉若草台店、横浜青葉新石川店、サンズ新
石川店、スリーウェル新石川二丁目店、横浜青葉台駅前店、青
葉大場町店、青葉嶮山店、横浜藤が丘店、藤が丘駅東店、藤が
丘駅南口店、たまプラーザ店、サンズ美しが丘店、泉上飯田町
店、横浜上飯田店、弥生台店、いずみ踊場駅前店、中田駅前店、
弥生台駅前店、緑園都市駅西口店、緑園都市駅東口店、泉かま
くらみち店、いずみ中央駅前店、松山いずみ中央店、横浜和泉町
店、相鉄いずみ野駅店、横浜伊勢佐木町店、横浜イセザキモー
ル店、伊勢佐木町六丁目店、関内羽衣町店、横浜野毛仲通り
店、雨宮音楽通り店、和田屋吉浜町店、横浜元浜町店、関内駅
前店、横浜真砂町店、横浜本牧店、ＭＭ日石ビル店、山下公園
前店、山下町店、山下町南店、横浜公園前店、横浜中華街店、シ
マダ黄金町店、和田屋松影町店、横浜スタジアム前店、関内常
盤町店、横浜馬車道店、横浜ワールドポーターズ店、新山下店、
ベイサイド新山下店、鈴木石川町店、和田屋ボートピア横浜店、
関内大通り店、桜木町弁天橋店、サンズ長者町店、横浜長者町
九丁目店、日本大通り駅店、横浜不老町店、関内弁天通り店、関
内蓬莱町店、本牧公園前店、横浜本牧通り店、本牧大里町店、
横浜弥生町店、サンズすみれが丘南店、荏田南三丁目店、都筑
加賀原店、都筑ふれあいの丘駅前店、はまりんセンター南駅店、
スリーウェル茅ヶ崎東店、川和町店、都筑インター店、早渕二丁
目店、都筑大棚町店、中川駅前店、センター北駅前店、はまりん
仲町台駅店、南山田三丁目店、都筑北山田店、北山田一丁目

店、井土ケ谷中町店、永田東一丁目店、永田北一丁目店、シマダ
永田北二丁目店、横浜吉野町店、横浜宮元町店、広屋蒔田店、
横浜宿町店、宿町四丁目店、横浜新川町店、大岡二丁目店、大
岡三丁目店、上大岡北店、大岡五丁目店、弘明寺中里店、黄金
町駅前店、和田屋万世町店、六ッ川二丁目店、釜台町店、横浜
釜台町店、小浦権太坂店、新井町店、横浜ビジネスパーク店、星
川二丁目店、横浜星川駅前店、横浜天王町店、和田町駅南店、
シティテラス横濱和田町店、横浜国立大学東店、横浜峰沢町
店、松山明神台店、愛川角田店、愛川中津店、愛川六倉店、愛川
桜台店、愛川中津西店、綾瀬寺尾西店、綾瀬寺尾本町店、綾瀬
小園西店、綾瀬上土棚店、綾瀬大上一丁目店、綾瀬落合北店、
東海大学伊勢原キャンパス店、伊勢原下糟屋店、伊勢原桜坂
店、伊勢原高森三丁目店、伊勢原三ノ宮店、産業能率大学店、
愛甲石田駅前店、海老名下今泉店、鎌倉山ノ内店、鎌倉駅東口
店、鎌倉二の鳥居店、鎌倉植木店、鎌倉雪ノ下店、大船駅東口
店、大船一丁目店、大船駅前店、大船中央店、大船谷之前店、鎌
倉長谷店、茅ヶ崎駅前店、文教大学湘南店、湘南松尾店、茅ヶ
崎赤羽根店、茅ヶ崎サザン通り店、茅ヶ崎中島北店、茅ケ崎中
島店、茅ヶ崎堤坂下店、茅ケ崎東海岸北店、茅ヶ崎富士見町
店、厚木旭町店、厚木旭町四丁目店、サンズ厚木栄町店、厚木
栄町二丁目店、厚木岡田一丁目店、厚木岡田団地店、厚木イン
ター店、厚木恩名店、サンズ厚木温水店、松山圏央厚木ＩＣ店、
厚木下荻野店、厚木及川店、厚木金田店、厚木もとちょう店、厚
木高校前店、サンズ上依知南店、厚木上依知店、厚木上荻野
店、日産ＮＡＴＣ店、本厚木駅南口店、本厚木駅前店、サンズ本
厚木中町店、厚木一番街店、本厚木駅西店、厚木中町三丁目
店、厚木長谷店、厚木長谷南店、厚木宮の里店、寒川一之宮店、
寒川宮山店、寒川倉見東店、寒川大曲店、座間ひばりが丘店、座
間ひばりが丘二丁目店、座間栗原中央店、座間一丁目店、座間
小松原店、相武台前駅南口店、座間相模が丘二丁目店、座間相
模が丘五丁目店、座間相模が丘一丁目店、座間郵便局前店、座
間入谷三丁目店、葉山町店、三崎原町店、三浦三崎店、三崎口
店、油屋三浦海岸店、小田原栄町店、小田原駅東口店、小田原
荻窪店、おかべ荻窪店、小田原下堀店、鴨宮巡礼街道店、久野
店、小田原国府津店、小田原小八幡店、小田原新屋店、小田原
千代店、小田原中曽根店、小田原中村原店、小田原中町店、小
田原飯泉橋店、富水駅前店、小田原蛍田店、渋沢南店、秦野市
役所前店、秦野中井インター店、鈴木秦野西田原店、秦野曽屋
店、秦野運動公園東店、秦野中央店、鶴巻温泉駅前店、秦野鶴
巻店、東海大学駅前店、秦野南矢名店、秦野尾尻店、秦野本町
店、秦野本町二丁目店、逗子渚橋店、逗子山の根店、ウシオ逗子
小坪店、逗子インター店、新逗子駅前店、逗子銀座通り店、開成
延沢店、開成吉田島店、山北町店、山北平山店、新松田店、大井
町上大井店、サンズ中井井ノ口店、中井ＰＡ下り店、中井ＰＡ上
り店、大和下鶴間北店、大和下鶴間店、つきみ野入口店、大和上
草柳店、深見西一丁目店、大和深見西店、大和西鶴間店、大和
草柳三丁目店、大和代官二丁目店、大和代官四丁目店、大和東
一丁目店、大和東三丁目店、大和駅南店、大和南二丁目店、相
鉄大和駅店、中央林間駅前店、中央林間駅東口店、サンズ中央
林間四丁目店、中央林間西六丁目店、南林間店、南林間駅前
店、高座渋谷駅店、大磯国府本郷店、大磯店、大磯ＰＡ店、二宮
一色店、二宮釜野橋店、藤沢稲荷店、藤沢羽鳥店、羽鳥五丁目
店、藤沢円行店、円行二丁目店、藤沢遠藤店、長後駅東口店、藤
沢亀井野店、六会日大駅前店、鵠沼海岸店、鵠沼海岸七丁目
店、小塚屋藤沢駅南店、藤沢石上店、湘南台一丁目店、湘南台
駅東口店、湘南台駅西口店、湘南台二丁目店、藤沢湘南台四丁
目店、湘南台文化センター前店、藤沢石川二丁目店、藤沢石川
店、藤沢石川五丁目店、善行駅東口店、藤沢舟地蔵店、湘南ライ
フタウン店、藤沢長後店、ファミマ湘南Ｔ-ＳＩＴＥ店、辻堂新町三
丁目店、辻堂神台店、湘南東海岸店、藤沢渡内店、藤沢藤が岡
店、藤沢遊行通り店、湘南薬品ホンマチ薬局店、藤沢駅北口店、
かしわや南藤沢店、藤沢駅南口店、藤沢柄沢店、松山湘南江ノ
島店、片瀬江ノ島駅前店、本藤沢六丁目店、南足柄沼田店、南
足柄和田河原南店、南足柄和田河原店、南足柄まました店、平
塚おかざき店、平塚御殿店、平塚広川店、平塚紅谷町店、平塚
駅北口店、平塚桜ケ丘店、平塚山下店、平塚四之宮店、湘南めぐ
みが丘店、平塚真田店、平塚袖ケ浜店、平塚大縄店、平塚テクノ
ロード店、神奈川大学湘南ひらつか店、土屋橋店、平塚虹ヶ浜
店、平塚入野店、平塚片岡店

大田平和島店、大森本町一丁目店、大森東五丁目店、大森南二
丁目店、大森西四丁目店、大森西六丁目店、大森北三丁目店、
平和島駅前店、北馬込松原橋店、大森駅西口店、山王一丁目
店、南馬込五丁目店、西馬込一丁目店、東蒲田二丁目店、東糀
谷一丁目店、テクノポートカマタ店、南蒲田二丁目店、羽田一丁
目店、東六郷二丁目店、萩中二丁目店、蒲田大城通り店、大田蒲
田五丁目店、蒲田三丁目店、Ｈ蒲田アロマスクエア店、西六郷四
丁目店、ＮＬ北千束駅前店、南千束一丁目店、南雪谷二丁目店、
田園調布一丁目店、久が原駅前店、大田西嶺町店、田園調布南
店、仲池上一丁目店、千鳥一丁目店、ＮＬ久が原一丁目店、鵜の
木一丁目店、武蔵新田駅前店、東矢口二丁目店、大森北八幡通
店、池上駅前店、Ｓ東品川一丁目店、東品川海岸通店、八潮三
丁目店、八潮五丁目店、新馬場南口店、南品川六丁目店、東大
井二丁目店、Ｈ京急立会川駅前店、大井町駅前店、大井町銀座
通り店、勝島一丁目店、大井競馬場前店、品川南大井四丁目店、
Ｈ大森駅北口店、南大井六丁目店、品川大井一丁目店、大井三
丁目店、大井店、品川区役所前店、北品川一丁目店、ＮＬシティ
コート目黒店、オーバルコート大崎店、ＮＬ西五反田二丁目店、
西五反田高齢者複合施設店、不動前店、ＮＬ五反田ＴＯＣ店、Ｎ
Ｌ西五反田八丁目店、ゲートシティ大崎店、大崎センタービル
店、アートヴィレッジ大崎店、西品川店、中延五丁目店、荏原町
駅前店、大森海岸駅前店、野沢一丁目店、太子堂二丁目店、世
田谷三宿一丁目店、上馬二丁目店、ＮＬ上馬三丁目店、駒沢一
丁目店、ＮＬ駒沢五丁目店、弦巻二丁目店、ＮＬ世田谷弦巻三丁

前店

大森店、伊勢原店、若葉台店１、若葉台店２、洋光台店、桂台店、
能見台店、上永谷店、綱島店、たまプラーザ店、立場店、鶴見店、
横浜別所店、大船店、茅ヶ崎店、溝ノ口店、川崎店、古淵店、相模
原店、大和鶴間店、藤沢店１、藤沢店２、湘南台店１、湘南台店
２、湘南台店３、川崎港町店、新百合ヶ丘店、アリオ橋本店、ザ・
プライス湘南台店

プチ城山ヒルズ店、プチ白金台店、プチ汐留シオサイト店、プチ
赤坂店、プチ東麻布店、真中店、かまた店１、かまた店２、鵜の木
店、糀谷駅前店、新糀谷店１、新糀谷店２、大森町店１、大森町
店２、大森東店、西糀谷店、鶴川店、プチ五反田店、プチ不動前
店、目黒店、新田店、中津店、綾瀬店１、綾瀬店２、愛甲石田店、
四季の森フォレオ店、名瀬店、大倉山店、瀬谷店、プチ関内店、プ
チ山下公園店、朝日町店、花月園店、港北ニュータウン中川駅前
店、井土ヶ谷店、六ッ川店、西谷店、天王町店、磯子店、さがみ野
店、茅ヶ崎店、鳶尾店１、鳶尾店２、ひばりが丘店、川崎宮前店、
鹿島田店、第三京浜川崎インター坂戸店、出来野店、新城店、中
原店、柿生店１、柿生店２、田名店、三ヶ木店、大和中央店、鶴間
店、町田鶴川店、二子玉川店、元住吉店、子母口店、平二丁目店   

戸塚店①、戸塚店②、長津田店①、長津田店②、長津田店③、長
津田店④

愛川町店、港北日吉店、高田東店、六角橋店、白楽駅前店、西横
浜店、横浜浅間町店、横浜野毛店、伊勢佐木長者町店、YRP野
比店、横須賀公郷町店、横須賀野比一丁目店、善部町店、杉田
駅前店、泉区ひなた山店、六ッ川店、井土ヶ谷店、京急井土ヶ谷
店、保土ヶ谷権太坂店、茅ヶ崎円蔵店、茅ヶ崎甘沼店、辻堂店、
厚木水引店、川崎宮崎台店、川崎古川町店、川崎野川店、川崎
旭町店、川崎日進町店、川崎小川町店、多摩区長尾店、相模原
五丁目店、相模原千代田店、相模原新磯野店、小田急相模原
店、東林間店、相模原南台六丁目店、相模原相南店、相模原栄
町店、下九沢竹ノ内店、南林間十一条店、藤沢橋店、長後店、平
塚宝町店、平塚三丁目店、平塚錦町店、横浜白楽店、横浜曙町
店、尻手駅前店、鶴見仲通店、二子新地店、横浜吉野町店、弘明
寺口店、緑区中山店、青葉あざみ野一丁目店、川崎京町店、渡田
六ツ角店、宿河原店、武蔵中原店、登戸新町店、多摩区役所前
店、川崎元住吉店、鶴見下末吉一丁目店、八丁畷駅前店、相模
原田名望地店、相模原中央三丁目店、追浜駅前店、横須賀根岸
町店、追浜本町二丁目店、追浜町三丁目店、磯子駅西口店、金
沢六浦一丁目店、金沢町屋町店、戸塚汲沢店、港南丸山台四丁
目店、南瀬谷一丁目店、中田駅前店、横浜浜松町店、青葉台駅
前店、横浜本郷町店、鶴見馬場五丁目店、海老名下今泉三丁目
店、厚木下川入店、梶ヶ谷三丁目店、川崎本町二丁目店、川崎大
島一丁目店、川崎登戸店、新丸子西口店、読売ランド前店、相模
原上溝二丁目店、古淵駅前店、大和中央六丁目店、大和深見東
店、平塚中原二丁目店、辻堂一丁目店、磯子久木町店、横浜瀬
谷店、桜木町駅前店、横浜翁町店、鶴見佃野町店、鶴見区役所
通店、保土ヶ谷天王町一丁目店、川崎南幸町二丁目店、川崎さ
つき橋店、久地駅前店、多摩三田一丁目店、川崎中野島店、町田
森野二丁目店、世田谷豪徳寺店、世田谷奥沢店、世田谷船橋一
丁目店、下馬二丁目店、上野毛店、用賀店、南烏山五丁目店、梅
丘一丁目店、世田谷下馬店、池尻店、大森山王店、西蒲田四丁
目店、糀谷駅前店、新蒲田店、大田田園調布二丁目店、東雪谷
店、矢口渡駅前店、大森西店、大森南店、武蔵新田店、梅屋敷
店、南六郷店、品川小山店、品川二葉四丁目店、大井町店、戸越
公園駅前店、西大井五丁目店、鮫洲店、五本木店、目黒本町二
丁目店、高輪一丁目店、白金五丁目店、芝浦二丁目店、渋谷店、
渋谷本町六丁目店、伊勢原店、磯子栗木店、港北小机町店、瀬
谷三ツ境店、鶴見平安町店、横浜宮元町店、茅ヶ崎十間坂店、
秦野南矢名店、鹿島田駅前店、川崎矢上店、川崎大島店、川崎
藤崎店、川崎新川通店、川崎中島店、南林間店、平塚明石店、世
田谷代田四丁目店、雑色店、大森北店、大森中店、蓮沼駅前店、
品川西五反田二丁目店、目黒本町店、東村山秋津町店、蒲田西
口店

町田多摩境店①、町田多摩境店②、湘南藤沢①、湘南藤沢②

幡ヶ谷店、鶴川緑山店、成瀬台店①、成瀬台店②、横浜藤が丘
店①、横浜藤が丘店②、鎌倉店、東五反田店

本羽田萩中店①、本羽田萩中店②、鎌倉大船モール店①、鎌倉
大船モール店②、相模原西橋本店①、相模原西橋本店②、相模
原小山店①、相模原小山店②、中央林間店、港北ニュータウン
店、港北センター南店①、港北センター南店②、港北インター店
①、港北インター店②、保土ヶ谷星川店①、保土ヶ谷星川店②、
湘南藤沢店、鶴見元宮店、川崎小田栄店①、川崎小田栄店②              

等 力々店、品川八潮店

J  R

Ｍｒ. Ｍａｘ

都営地下鉄

ローソン

ローソンストア100

イトーヨーカドー

スーパーバリュー

マルエツ
横浜市営地下鉄

小田急

京浜急行

川崎アゼリア

ファミリーマート

※2017年11月14日現在。一部変動がある場合もありますのでご了承ください。

コーナン


