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神奈川県遊技場協同組合と「災害時における帰宅困難 
者支援に関する協定」を締結します 

このたび、四県市（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市）は、地震等の大規模災害時に

交通の途絶により発生する帰宅困難者を支援するため、新たに神奈川県遊技場協同組合と

の間で協定を締結することとしましたのでお知らせいたします。 

１ 協定名 

災害時における帰宅困難者支援に関する協定 

２ 締結日 

令和元年８月 26 日（月曜日） 

３ 支援内容 

地震等の大規模災害時に交通が途絶した場合、徒歩帰宅者に以下のサービスを提供する。 
（1） 水道水の提供 

（2） トイレの提供 

（3） 道路等の情報の提供 

（4） 休憩場所の提供 

※ 本協定に基づく支援を提供する店舗を「災害時帰宅支援ステーション」とし、上記ステッカー

を店舗の入口等に掲出します。 

４ 相手方 

神奈川県遊技場協同組合 理事長 伊坂 重憲 様 
店舗一覧は別添のとおり 

５ 参考 

この他にも四県市では、神奈川県石油業協同組合、日産自動車株式会社外 3 社、神奈川県

理容生活衛生同業組合、浄土真宗本願寺派東京教区神奈川組及び鎌倉組、神奈川県美容業

生活衛生同業組合、ネッツトヨタ横浜株式会社、生活協同組合ユーコープ、株式会社横浜調剤

薬局外２社、神奈川県生活協同組合連合会の会員生協、ネッツトヨタ神奈川株式会社、及び株

式会社村内外車センターと同様の協定を締結し、大規模災害に備えています。 

〈災害時帰宅支援ステーションステッカー〉 

四県市同時発表 

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市 



 

 

また、九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、

相模原市）においても、首都圏における広域的な帰宅困難者対策の取組として、民間事業者等

と帰宅困難者支援協定を締結しています。 
 

問合せ先 
危機管理課 
電話：042-769-8208（直通） 

 



令和元年7月30日現在

地域 ホール名 〒 住所 法人名

1 横浜市 ザ・モナコ 231-0063 横浜市中区花咲町1-45 モナコ商事㈱

2 横浜市 スキップ関内店　 231-0047 横浜市中区羽衣町1-1-1 ㈱ビーコム　ケイ・エヌ

3 横浜市 三益球殿阪東橋店 231-0055 横浜市中区末吉町4-75末吉町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰB1F 大徳興業㈱

4 横浜市 横浜マリーン 231-0033 横浜市中区長者町1-1-8 三星興業㈱

5 横浜市 サントロペ伊勢佐木町 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町3-96横浜日活会館 ㈱マタハリー

6 横浜市 ザシティ長者町1丁目店 231-0033 横浜市中区長者町1-4-3 ㈱ザシティ

7 横浜市 BELLE CITY THE CITY　伊勢佐木町店 231-0033 横浜市中区長者町9-158 ㈱ザシティ

8 横浜市 スキップスロットクラブ関内店 231-0047 横浜市中区羽衣町1-1-1和光ﾋﾞﾙ2F ㈱ビーコム　ピー・エックス

9 横浜市 PIA伊勢佐木町1 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町1-2-3伊勢佐木共同ﾋﾞﾙ2F ㈱マタハリー

10 横浜市 PIA伊勢佐木町2 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町1-2-3伊勢佐木共同ﾋﾞﾙ3・4・5階 ㈱マタハリー

11 横浜市 楽園伊勢佐木店 231-0033 横浜市中区長者町8-132-5産友ビル長者町第2 浜友観光㈱

12 横浜市 スーパーハリウッド 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町3-107-2 ㈱聖林・ヨコハマ

13 横浜市 アビバ関内店 231-0047 横浜市中区羽衣町2-5 ㈱アビバ

14 横浜市 キコーナ（伊勢佐木店） 231-0033 横浜市中区長者町8-119-1 アンダーツリー㈱

15 横浜市 本牧モナコ 231-0821 横浜市中区本牧原10番4号 モナコ商事㈱

16 横浜市 アークス 231-0821 横浜市中区本牧原10番1号天光ビル1階 ㈱タイロ

17 横浜市 エスタディオ 231-0821 横浜市中区本牧原14番１号1階 ㈱エスタディオ

18 横浜市 Ｊセブン 232-0021 横浜市南区真金町2-18 個人経営

19 横浜市 パーラーメイジワールド 232-0061 横浜市南区大岡2-3-19 ㈲明治

20 横浜市 スーパースロットＭＱ6 232-0004 横浜市南区前里町1-21 大徳興業㈱

21 横浜市 パーラーウェーブ 232-0066 横浜市南区六ツ川1-342-1 ㈱秀和

22 横浜市 スキップ横浜橋店 232-0021 横浜市南区真金町1-3 ㈱ビーコムディー・エー

23 横浜市 BIG　PANDORA　井土ケ谷店　本館 232-0053 横浜市南区井土ケ谷下町214番地4 ㈱パンドラ

24 横浜市 ドキわくランド井土ヶ谷店 232-0053 横浜市南区井土ケ谷下町220番地 ㈱悠煇

25 横浜市 BIG PANDORA 井土ケ谷店　新館 232-0052 横浜市南区井土ケ谷中町153番地 ㈱パンドラ

26 横浜市 パーラーアビバ 235-0033 横浜市磯子区杉田1-14-6 個人経営

27 横浜市 デイズ 235-0033 横浜市磯子区杉田1-10-21 平楽商事㈱

28 横浜市 アビバ新杉田店 235-0032 横浜市磯子区新杉田町3番地1ステート新杉田店1階 ㈱ＴＳカンパニー

29 横浜市 パーラーマーメイド 235-0033 横浜市磯子区杉田1-16-11 ㈲横浜マーメイド

30 横浜市 ザシティ新杉田店 235-0036 横浜市磯子区中原1-3-40 ㈱ザシティ

31 横浜市 パチンコ宝島 235-0007 横浜市磯子区西町12番18号エイセキビル1・2階 ㈱メビウス

32 横浜市 ハッピー 236-0016 横浜市金沢区谷津町367 富士興業㈱

33 横浜市 SUN・HAPPY 236-0027 横浜市金沢区瀬戸19番21号 富士興業㈱

34 横浜市 グランドアクア 236-0021 横浜市金沢区泥亀2-4-5 ㈱千歳観光

35 横浜市 ピーバンク港南台店 234-0054 横浜市港南区港南台4-17-24 ㈱ファシネーション

36 横浜市 ジアス港南台 234-0054 横浜市港南区港南台4-17-4 ㈱ＳＵＩＳＨＡＹＡ

37 横浜市 アビバ上大岡店Ⅰ号館 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-14-8 ㈱ＴＳカンパニー

38 横浜市 ノア上永谷店 233-0013 横浜市港南区丸山台1-13-21 ㈱タイロ

39 横浜市 D'ステーション上永谷店 233-0013 横浜市港南区丸山台1-12-9第6高田ビル NEXUS㈱

40 横浜市 楽園上永谷店 233-0013 横浜市港南区丸山台1-13-7ベルセブンビル1F 浜友観光㈱

41 横浜市 グランドホール港南店 234-0055 横浜市港南区日野南3-2-13 ㈱千歳観光

42 横浜市 アビバ上大岡店Ⅱ号館 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-14-10 ㈱TSカンパニー

43 横浜市 ジアス上大岡 233-0002 横浜市港南区上大岡西2-1-12赤い風船ビル南棟1階・2階 ㈱フェバリットプレイス

44 横浜市 ＪＵＭＢＯ 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-13-11 ㈱フォルトゥーナ

45 横浜市 ウラノス 240-0003 横浜市保土ケ谷区天王町2-37-2 ㈱天商

46 横浜市 ル・モンド天王町 240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町3番1号 ㈱エスタディオ

47 横浜市 エーマックス 240-0035 横浜市保土ケ谷区今井町1249番地2 東海観光㈲

48 横浜市 東横フェスタ８ 240-0025 横浜市保土ケ谷区狩場町169番地1 ㈲東横商事

49 横浜市 ガイアネクスト保土ケ谷スロット館 240-0023 横浜市保土ケ谷区岩井町11番地1地下 ㈱ガイア

50 横浜市 ガイア和田町店 240-0006 横浜市保土ケ谷区星川3-7-18 ㈱ガイア

51 横浜市 ピカデリー 240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町15番地 ㈱ピカデリー

52 横浜市 ルビーセブン 240-0052 横浜市保土ケ谷区西谷町930-1 ㈱親亜

神奈川県遊技場協同組合　災害時帰宅支援ステーション協力店舗一覧



53 横浜市 ガイアネクスト保土ヶ谷パチンコ館 240-0023 横浜市保土ケ谷区岩井町11番地1　平沼ビル1階・2階 ㈱ガイア

54 横浜市 東横フェスタ1 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町10 ㈱東横商事

55 横浜市 桃太郎 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町116 石黒総合食品㈱

56 横浜市 くいーぷ 244-0801 横浜市戸塚区品濃町519番地5 ㈲くいーぷ

57 横浜市 パーラーアーバン 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町8 ゴールデン大宝㈱

58 横浜市 東横フェスタ5 244-0803 横浜市戸塚区平戸町45 ㈱東横商事

59 横浜市 東横フェスタ3 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町13 ㈱東横商事

60 横浜市 東横フェスタ7 244-0815 横浜市戸塚区下倉田町202 ㈱東横商事

61 横浜市 ガイア東戸塚店 244-0801 横浜市戸塚区品濃町539番地3 ㈱ガイア

62 横浜市 東横フェスタ９ 245-0053 横浜市戸塚区上矢部町1556番地 ㈲東横商事

63 横浜市 東横フェスタ2 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町１６番地1戸塚西口共同ビル2階 ㈱東横商事

64 横浜市 ガイア東戸塚スロット館 244-0801 横浜市戸塚区品濃町548番地1みつやまビル1階 ㈱ガイア

65 横浜市 プレスト弥生台店 245-0008 横浜市泉区弥生台13番地1 ㈱五輪

66 横浜市 パーラーカンダ 245-0016 横浜市泉区和泉町4829番地1 ㈱Ｅ・クライス

67 横浜市 パーラーエランドール 245-0022 横浜市泉区和泉が丘1-5-7 ㈱Ｅ・クライス

68 横浜市 プリーズユウ 245-0018 横浜市泉区上飯田町900番地1 ㈱ミトク

69 横浜市 パーラープリーズ 245-0018 横浜市泉区上飯田町2133-10 ㈱ミトク

70 横浜市 ブラジャン戸塚店 244-0845 横浜市栄区金井町313 荒井商事㈱

71 横浜市 スクランブル 244-0844 横浜市栄区田谷町146番地1 ㈱ジャパンニューアルファ

72 横浜市 三益球殿上川井店 241-0802 横浜市旭区上川井町18番地2 大徳興業㈱

73 横浜市 ジャパンニューアルファ鶴ヶ峰店 241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-38-3 ㈱ジャパンニューアルファ

74 横浜市 プレスト三ツ境店 241-0816 横浜市旭区笹野台1-31-17 ㈱五輪

75 横浜市 モナコＧ１ 241-0821 横浜市旭区二俣川1-43-28 モナコ商事㈱

76 横浜市 新ガーデン四季の森 241-0001 横浜市旭区上白根町767-1 ㈱東京遊楽

77 横浜市 有楽会館 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷4-5-20 ㈲銀星商事

78 横浜市 サンスターY 246-0013 横浜市瀬谷区相沢1-1-1 ㈱親亜

79 横浜市 銀 星 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷4-5-23 ㈲銀星商事

80 横浜市 ガイアネクスト三ツ境Ⅰ 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境8番地1 ㈱ガイア

81 横浜市 グランドオータ瀬谷店 246-0007 横浜市瀬谷区目黒町25番10 ㈱オータ

82 横浜市 マルハン横浜町田店 246-0007 横浜市瀬谷区目黒町18番地2 ㈱マルハン

83 横浜市 SUN　BALLⅡ 2300051 横浜市鶴見区鶴見中央1-2-6 ㈱三信

84 横浜市 オリンピア 230-0001 横浜市鶴見区矢向6-4-6 個人経営

85 横浜市 吉兆プルミエ店 230-0003 横浜市鶴見区尻手3-1-32 ㈱吉兆つるみ

86 横浜市 パーラースーパーセブン 230-0052 横浜市鶴見区生麦3-7-26 ㈱オスロー企画

87 横浜市 吉兆 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-5-22 ㈱吉兆つるみ

88 横浜市 キコーナ鶴見中央店 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-7-6 アンダーツリー㈱

89 横浜市 オリンピア７ 230-0001 横浜市鶴見区矢向6-4-6 日佑㈱

90 横浜市 パーラー吉兆 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-6-18 ㈱吉兆つるみ

91 横浜市 オリンピアネオ 230-0001 横浜市鶴見区矢向6-6-35 日佑㈱

92 横浜市 ニュートーヨー 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-21-14 ㈱ニュー・トーヨー

93 横浜市 パーラーＳＰＡＲＫ 230-0011 横浜市鶴見区上末吉5-4-18 富士鋼板㈱

94 横浜市 サンボール鶴見店 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-17-7富士ビル1F･2F ㈲サンボール

95 横浜市 吉兆横浜駒岡店 230-0071 横浜市鶴見区駒岡2-4-33 ㈲伸成駒岡

96 横浜市 マルハン鶴見店 230-0004 横浜市鶴見区元宮2-1-10 ㈱マルハン

97 横浜市 鶴見UNO 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央1-3-4鶴見えんため館1・2階 東和アミューズメント㈱

98 横浜市 SUN　BALLⅡ 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央1-2-6 ㈱三信

99 横浜市 アビバ鶴見店 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町2番2号アビバホールディングスビル1・2・3階 ㈱アビバ

100 横浜市 サンライズプラザ 221-0802 横浜市神奈川区六角橋1-1-7 ㈲三宏

101 横浜市 吉兆横浜西寺尾店 221-0001 横浜市神奈川区西寺尾1-17-11F ㈲伸成興産

102 横浜市 スキップ六角橋店 221-0802 横浜市神奈川区六角橋1-1-2 ㈱ビーコムディー・エー

103 横浜市 ジョイフル吉兆横浜西寺尾店 221-0001 横浜市神奈川区西寺尾1-17-12F ㈲伸凌興産

104 横浜市 日の丸パチンコ白楽店 221-0065 横浜市神奈川区白楽100番地11 トリックスターズ・アレア㈱

105 横浜市 MQリゾート東神奈川店 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-6-1サクラピア東神奈川地下1階 ㈱MQリゾート東神奈川

106 横浜市 キコーナ白楽店 221-0802 横浜市神奈川区六角橋1-2-4 アンダーツリー㈱

107 横浜市 ニューゆたかホール 226-0014 横浜市緑区台村町329番地3 ㈲ゆたか

108 横浜市 パーラーサンコー 226-0003 横浜市緑区鴨居1-7-3 ㈲三興

109 横浜市 エスエス 226-0025 横浜市緑区十日市場町805-1 佐藤商事㈱



110 横浜市 クリエ十日市場店 226-0025 横浜市緑区十日市場町883番地7 永森創商事㈱

111 横浜市 スロットタワーサンコー 226-0003 横浜市緑区鴨居3-1-3 ㈲三興

112 横浜市 JIN 226-0003 横浜市緑区鴨居1-7-13 ㈲三興

113 横浜市 中山UNO 226-0011 横浜市緑区中山1-26-1ヴェルデ中山1・2階 東和産業㈱

114 横浜市 中山ZoRoN 226-0014 横浜市緑区台村町280番地1 東和アミューズメント㈱

115 横浜市 パチンコ サン 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町20番地15 ㈱ミトク

116 横浜市 ＷＥＳＴ ＥＮＤ 225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-9-13 ㈱プレジャー

117 横浜市 ＴＥＮＭＡＮ 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1064番地8 天満興業㈱

118 横浜市 パチンコエスエス藤が丘店 227-0043 横浜市青葉区藤が丘2-4-4 エスエス商事㈱

119 横浜市 スキップ新横浜店 222-0033 横浜市港北区新横浜2-1-18 ㈱ビーコム　エス・ワイ

120 横浜市 平和センター 222-0011 横浜市港北区菊名5-1-1 ㈲光龍商事

121 横浜市 ヴィジュ 223-0062 横浜市港北区日吉本町1-22-2 ㈱三富

122 横浜市 ジャパンニューアルファオーラム 222-0002 横浜市港北区師岡町911 ㈱ジャパンニューアルファ

123 横浜市 ＰＩＡ綱島 223-0053 横浜市港北区綱島西2-2-22 ㈱マタハリー

124 横浜市 スキップスロットクラブ新横浜店 222-0033 横浜市港北区新横浜2-1-18 ㈱ビーコム　ピー・エックス

125 横浜市 サガン新横浜 222-0033 横浜市港北区新横浜2-1-20 ㈱ＳＵＩＳＨＡＹＡ

126 横浜市 タイガーセブン 223-0053 横浜市港北区綱島西2-2-20 大源㈱

127 横浜市 あーばん菊名駅前店 222-0021 横浜市港北区篠原北1-1-2 ㈲ココ・カメ

128 横浜市 アビバ綱島アネックス 222-0001 横浜市港北区樽町2-4-1 ㈱アビバ

129 横浜市 アビバ綱島店 222-0001 横浜市港北区樽町3-11-38 ㈱アビバ

130 横浜市 ルッカ 223-0065 横浜市港北区高田東4-20-1 ㈱和久企画

131 横浜市 D'ステーション綱島店 222-0001 横浜市港北区樽町1-25-1樽町346ビル NEXUS㈱

132 横浜市 楽園港北インター店 224-0043 横浜市都筑区折本町481 浜友観光㈱

133 横浜市 キコーナ仲町台店 224-0041 横浜市都筑区仲町台1-6-1 ㈱ブレイン

134 横浜市 パーラーサンコーニュータウン店 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-39-20 ㈲三興

135 横浜市 ジアスセンター南 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央27番1 ㈱フェバリットプレイス

136 横浜市 ドキわくランド北山田店 224-0021 横浜市都筑区北山田1-10-1 ㈱悠煇

137 横浜市 ＤＩＶＡＳ（ディーバス都筑） 224-0043 横浜市都筑区折本町463番地 ㈱共立コーポレーション

138 横浜市 マルハン都筑店 224-0053 横浜市都筑区池辺町3757番地2 ㈱マルハン

139 横浜市 パールショップともえセンター南店 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央1番2号センター南駅光ビル1階・2階 ㈱カクタ

140 横浜市 ポパイ 220-0005 横浜市西区南幸1-13-11 東真商事㈱

141 横浜市 シルクロード横浜 220-0061 横浜市西区久保町20番12 ㈱アイウィル

142 横浜市 ＰＩＡ横浜モアーズ 220-0005 横浜市西区南幸1-3-1岡田屋モアーズ地下1・2階 ㈱マタハリー

143 横浜市 スロットプレイスバサラ 220-0005 横浜市西区南幸1-5-29白馬車ビル地下1階 ㈱エス・イー・ブイ

144 横浜市 スロットポパイ 220-0005 横浜市西区南幸1-13-1 東真商事㈱

145 横浜市 PIA横浜西口 220-0005 横浜市西区南幸1-2-9横浜プリンス会館1階・地下1階 ㈱マタハリー

146 川崎市 ＢＥＬＬＯＮＡ 210-0006 川崎市川崎区砂子1-3-5 岩本興亜㈱

147 川崎市 びっくりや浅田店 210-0847 川崎市川崎区浅田2-4-11 金井商事㈲

148 川崎市 パーラースター 210-0802 川崎市川崎区大師駅前1-6-4 ㈱キリン

149 川崎市 セブンＳ 210-0023 川崎市川崎区小川町14番地13 岩本開発㈱

150 川崎市 大島球殿 210-0834 川崎市川崎区大島3-34-7 ㈲大島

151 川崎市 タイガーセブン 210-0023 川崎市川崎区小川町14番地9 岩本開発㈱

152 川崎市 ニューシャトル 210-0834 川崎市川崎区大島3-17-22 ㈲新起企画

153 川崎市 ＰＩＡ川崎 210-0007 川崎市川崎区駅前本町16番地1 ㈱マタハリー

154 川崎市 ＰＩＡ川崎銀柳1 210-0006 川崎市川崎区砂子2-3-5 ㈱マタハリー

155 川崎市 吉兆 川崎中央店 210-0015 川崎市川崎区南町19番地7 1F ㈱伸永興産

156 川崎市 ジョイフル吉兆川崎中央店 210-0015 川崎市川崎区南町19番地7　2F ㈱伸永興産

157 川崎市 GIGA 210-0006 川崎市川崎区砂子1-2-4 ㈱ＧＩＧＡ

158 川崎市 サントロペ京急川崎 210-0007 川崎市川崎区駅前本町21番地12 ㈱マタハリー

159 川崎市 ガイア川崎スロット専門店 210-0023 川崎市川崎区小川町2番地7 ㈱ガイア

160 川崎市 ロペステーション1 210-0007 川崎市川崎区駅前本町7番地4川崎井門ビル ㈱マタハリー

161 川崎市 ロペステーション２ 210-0023 川崎市川崎区小川町2番地3川崎アオキビル第10 ㈱マタハリー

162 川崎市 ＰＩＡ川崎ダイス 210-0007 川崎市川崎区駅前本町8川崎ダイスビルB1F ㈱マタハリー

163 川崎市 スロットＰＩＡ　ラ　チッタデッラ 210-0023 川崎市川崎区小川町1番地22ラ　チッタデッラ　ＣＣ棟地下1階 ㈱マタハリー

164 川崎市 BELLE CITY THE CITY川崎店 210-0007 川崎市川崎区駅前本町2番地18 ㈱ザシティ

165 川崎市 ＰＩＡ川崎銀柳２ 210-0006 川崎市川崎区砂子2-3-5　2階 ㈱マタハリー

166 川崎市 楽園川崎店 210-0023 川崎市川崎区小川町2番地4翁・モナコビル 浜友観光㈱



167 川崎市 楽園One Wien 210-0007 川崎市川崎区駅前本町2番地14 浜友観光㈱

168 川崎市 マルハン川崎桜本店 210-0833 川崎市川崎区桜本1-14-6 ㈱マルハン

169 川崎市 南武線 212-0053 川崎市幸区下平間111 ㈲東商事

170 川崎市 ＭＯＮＯＳ川崎 212-0054 川崎市幸区小倉5-18-9 第一商事㈱

171 川崎市 アクセス（川崎） 212-0016 川崎市幸区南幸町1-7 ㈱アクセス

172 川崎市 南武線尻手駅前店 212-0016 川崎市幸区南幸町3-104 ㈱ナショナル企業

173 川崎市 セブンスター 212-0055 川崎市幸区南加瀬4-18-48 ㈲三島商事

174 川崎市 アクセス（新城） 211-0044 川崎市中原区新城3-2-3 ㈱アクセス

175 川崎市 ムサシホール 211-0044 川崎市中原区新城1-12-16 協栄商事㈱

176 川崎市 和助会館 211-0025 川崎市中原区木月2-17-5 ㈱和助

177 川崎市 日の丸パチンコ新丸子店 211-0005 川崎市中原区新丸子町769番地3 トリックスターズ・アレア㈱

178 川崎市 TENMAN平間店 211-0014 川崎市中原区田尻町28番地1 ㈲大寿

179 川崎市 パーラーワスケ 211-0034 川崎市中原区井田中ノ町35番地1 ㈱和助

180 川崎市 ミツボシ武蔵新城店 211-0044 川崎市中原区新城5-1-4 ㈱三ッ星商事

181 川崎市 プレスト平間店Ⅰ 211-0015 川崎市中原区北谷町14番1 ㈱五輪

182 川崎市 プレスト平間店Ⅱ 211-0015 川崎市中原区北谷町15番1 ㈱五輪

183 川崎市 オークラ武蔵中原店 211-0041 川崎市中原区下小田中2-1-16 ㈱オークラ

184 川崎市 ピーアーク新城マックスパチンコ 211-0045 川崎市中原区上新城2-10-10 ㈱サンパワー

185 川崎市 アクセスⅡ 211-0044 川崎市中原区新城3-1-10 ㈱アクセス

186 川崎市 スロットムサシ 211-0044 川崎市中原区新城1-11-16 協栄商事㈱

187 川崎市 日の丸パチンコ新丸子EAST店 211-0004 川崎市中原区新丸子東1-832 トリックスターズ・アレア㈱

188 川崎市 アクセスⅢ 211-0044 川崎市中原区新城3-1-10新城ﾋﾞﾙ2F ㈱アクセス

189 川崎市 BELLE　CITY　THE　CITY元住吉店 211-0025 川崎市中原区木月2-7-3 ㈱ザシティ

190 川崎市 ＣＵＢＡ　5ｔｈ 211-0025 川崎市中原区木月1-22-1 リタ・マークス㈱

191 川崎市 パチンコスロット武蔵小杉ぶんろく 211-0063 川崎市中原区小杉町3-441-24武山ビル1階・地下1階 ㈱PDr.プロデュース

192 川崎市 キコーナ溝の口店 213-0001 川崎市高津区溝口1-12-1 アンダーツリー㈱

193 川崎市 エスパス日拓溝の口駅前本館 213-0001 川崎市高津区溝口2-9-7日拓溝口ﾋﾞﾙ 日拓プロパティ㈱

194 川崎市 エスパス日拓溝の口駅前新館 213-0001 川崎市高津区溝口2-9-19日拓ﾋﾞﾙ地下～3階 日拓トラスト㈱

195 川崎市 吉兆川崎野川店 213-0027 川崎市高津区東野川2-3-7 ㈱伸成野川

196 川崎市 ジョイフル吉兆川崎野川店 213-0027 川崎市高津区東野川2-3-7 ㈱伸成野川

197 川崎市 ノア溝口店 213-0001 川崎市高津区溝口1-7-23 ㈱タイロ

198 川崎市 楽園溝の口店 213-0001 川崎市高津区溝口1-13-5 浜友観光㈱

199 川崎市 ノアアークス 213-0001 川崎市高津区溝口1-7-10 ㈱アークス

200 川崎市 シャレード 216-0004 川崎市宮前区鷺沼3-1-21 田園開発㈱

201 川崎市 ターキー 216-0004 川崎市宮前区鷺沼1-11-2 鷺沼興業㈱

202 川崎市 パーラーワールド 216-0035 川崎市宮前区馬絹1-6-15 ㈲宇成

203 川崎市 吉兆東名川崎店 216-0011 川崎市宮前区犬蔵1-8-10 ㈲伸成商事

204 川崎市 ＪＡＭ 214-0014 川崎市多摩区登戸3465 ㈱いろは

205 川崎市 GINZA　S-style 214-0014 川崎市多摩区登戸2092 銀座ふれ愛パーク㈱

206 川崎市 パチンコランド 214-0037 川崎市多摩区西生田4-1-30 ㈱原田興業

207 川崎市 スタジアム 214-0001 川崎市多摩区菅2-1-24 ㈱ダック

208 川崎市 GINZA　P-style 214-0014 川崎市多摩区登戸2121番地1 銀座ふれ愛パーク㈱

209 川崎市 バンバン本店 214-0012 川崎市多摩区中野島6-25-7 プライムコーポレーション㈱

210 川崎市 ダック 214-0001 川崎市多摩区菅2-15-4 ㈱ディー・ディー

211 川崎市 GINZA U－style 214-0014 川崎市多摩区登戸2117番地 銀座ふれ愛パーク㈱

212 川崎市 バンバンブラッサム 214-0012 川崎市多摩区中野島1-9-10 プライムコーポレーション㈱

213 川崎市 日の丸パチンコ向ヶ丘遊園店 214-0014 川崎市多摩区登戸2755ﾐﾉﾜﾎｰﾑｽﾞ10 トリックスターズ・アレア㈱

214 川崎市 バンバンポラリス 214-0014 川崎市多摩区登戸2710番地5 プライムコーポレーション㈱

215 川崎市 Ｊ－ＯＮＥ 215-0011 川崎市麻生区百合ケ丘1-19-5 ㈱三慶インベックス

216 川崎市 ジアス新百合ヶ丘 215-0004 川崎市麻生区万福寺1-16-1 ㈱ＳＵＩＳＨＡＹＡ

217 川崎市 ＤＩＶＡＳ（ディーバス柿生） 215-0021 川崎市麻生区上麻生6-29-52 ㈱共立コーポレーション

218 その他 アビバ横須賀中央店 238-0007 横須賀市若松町1-14 ㈱アビバ

219 その他 ＺＡＰ衣笠店 238-0031 横須賀市衣笠栄町2-4 ㈱ZAP

220 その他 パレス会館 238-0311 横須賀市太田和1-6-3 ㈱ひよしや

221 その他 ドルフィン 238-0315 横須賀市林2-8-3 平川商事㈱

222 その他 夢球殿 238-0031 横須賀市衣笠栄町2-65-80 平川商事㈱

223 その他 リッチワールド 238-0311 横須賀市太田和1-5-6 ㈱ひよしや



224 その他 キコーナ 238-0006 横須賀市日の出町3-19-1 アンダーツリー㈱

225 その他 スロットサントロペ横須賀中央 238-0007 横須賀市若松町1-5横須賀ﾌﾟﾗｲﾑ1F ㈱マタハリー

226 その他 アフェスタ三春町店 238-0014 横須賀市三春町4-1 ㈱アビバ

227 その他 夢 Ｑ 238-0031 横須賀市衣笠栄町2-1-2 平川商事㈱

228 その他 ＰＩＡ横須賀中央 238-0007 横須賀市若松町2-4-1　横須賀中央駅前ビル ㈱マタハリー

229 その他 ＳＳ　ＺＡＰ横須賀中央店 238-0007 横須賀市若松町2-7-11 ㈱ＺＡＰ

230 その他 セブン 238-0007 横須賀市若松町1-6　ヨコﾋﾞﾙ1・2階 平楽商事㈱

231 その他 アビバ三春町店 238-0014 横須賀市三春町1-7-3 ㈱アビバ

232 その他 KICONA’L 238-0006 横須賀市日の出町3-19-1-2 アンダーツリー㈱

233 その他 スカスロＺＡＰ中央店 238-0007 横須賀市若松町2-7-5 ㈱ＺＡＰ

234 その他 ＺＡＰ久里浜店 239-0831 横須賀市久里浜4-6-18 ㈱ZAP

235 その他 アビバアネックススクエア 239-0807 横須賀市根岸町3-4-6 ㈱アビバ

236 その他 ＺＡＰ舟倉店 239-0805 横須賀市舟倉1-1-23 ㈱ZAP

237 その他 ザップ JR久里浜店 239-0831 横須賀市久里浜1-1 ㈱ＺＡＰ

238 その他 ゴールデンパレス 239-0821 横須賀市東浦賀町1-10-7 ㈱ひよしや

239 その他 入兆 久里浜店 239-0831 横須賀市久里浜8-2566-1 マルトク商事㈲

240 その他 横須賀マリーン 239-0808 横須賀市大津町1-22-8 三星興業㈱

241 その他 1ぱちザップ 京急久里浜店 239-0831 横須賀市久里浜1-5-11 ㈱ＺＡＰ

242 その他 アビバ北久里浜アネックス 239-0807 横須賀市根岸町3-4-11 ㈱アビバ

243 その他 パーラーアビバ北久里浜店 239-0807 横須賀市根岸町2-21-15 ㈱アビバ

244 その他 ＺＡＰプレステージ店 239-0805 横須賀市舟倉1-1-27 ㈱ZAP

245 その他 SSザップ 京急久里浜店 239-0831 横須賀市久里浜1-5-11ｹｰﾕｰﾋﾞﾙ1F ㈱ＺＡＰ

246 その他 ニューリッチ 239-0835 横須賀市佐原4-10-16 福日観光㈱

247 その他 リッチ・ランド 239-0835 横須賀市佐原5-1-1 福日観光㈱

248 その他 馬堀マリーン 239-0808 横須賀市大津町1-22-8 三星興業㈱

249 その他 ハッピー 追浜店 237-0068 横須賀市追浜本町1-37-2 富士興業㈱

250 その他 ＺＡＰ追浜店 237-0068 横須賀市追浜本町1-29-1 ㈱ZAP

251 その他 パチスロＺＡＰ追浜店 237-0068 横須賀市追浜本町1-35 ㈱ZAP

252 その他 センチュリーⅡ 238-0101 三浦市南下浦町上宮田3338番地1 センチュリー観光㈱

253 その他 パーラーアビバ三浦海岸店 238-0101 三浦市南下浦町上宮田3306-1 ㈱アビバ

254 その他 アビバ逗子店 249-0006 逗子市逗子5-2-48キングプラザB1 ㈱アビバ

255 その他 大船会館 247-0056 鎌倉市大船1-22-26 ㈱ニュー・トーヨー

256 その他 キコーナ大船店 247-0061 鎌倉市台1-13-32 アンダーツリー㈱

257 その他 ＺＡＰ大船店 247-0056 鎌倉市大船1-5-12 ㈱ＺＡＰ

258 その他 ビッグアップル．大船 247-0056 鎌倉市大船1-23-1 王蔵㈱

259 その他 ジアス大船 247-0056 鎌倉市大船1-7-1 ㈱SUISHAYA　ADVANCE

260 その他 HAPPY　G・FUJISAWA 251-0052 藤沢市藤沢556サンパールⅡビル2・3Ｆ 富士興業㈱

261 その他 ピーバンク辻堂2号店 251-0042 藤沢市辻堂新町1-9-3 日栄興業㈱

262 その他 ユーコーラッキー辻堂店 251-0042 藤沢市辻堂新町1-1-25 ㈱ユーコー

263 その他 ガイアらくらく館辻堂駅前店 251-0047 藤沢市辻堂1-2-1 ㈱ガイア

264 その他 グランドホール長後店 252-0801 藤沢市長後1187 ㈱大善

265 その他 ジャパンニューアルファ藤沢店 252-0813 藤沢市亀井野2-4-1 ㈱ジャパンニューアルファ

266 その他 平楽 251-0861 藤沢市大庭5681番地12 大鐘産業㈱

267 その他 MQリゾート藤沢店 251-0875 藤沢市本藤沢5-6-4 ㈱エムキュー

268 その他 メガアラジン湘南台東口店 252-0804 藤沢市湘南台1-2-1 ㈱ガイア

269 その他 トワーズ藤沢店 252-0822 藤沢市葛原1806番地6 ㈱オザム

270 その他 ドキわくランド長後駅前店 252-0807 藤沢市下土棚467番地1 ㈱悠煇

271 その他 ＭＯＮＯＳ茅ヶ崎 253-0043 茅ヶ崎市元町3番2号 第一商事㈱

272 その他 GAUDI湘南茅ヶ崎スロット館 253-0043 茅ヶ崎市元町3番22号 GNEXT㈱

273 その他 ジャパンニューアルファ倉見店 253-0101 高座郡寒川町倉見1039 ㈱ジャパンニューアルファ

274 その他 MONOS寒川南館 253-0111 高座郡寒川町一之宮5-9-35 第一商事㈱

275 その他 ＧＡＵＤＩ湘南茅ヶ崎 253-0043 茅ヶ崎市元町3-25 ＧＡＵＤＩ㈱

276 その他 ＭＯＮＯＳ寒川 253-0111 高座郡寒川町一之宮5-5-12 第一商事㈱

277 その他 パサージュ寒川店 253-0114 高座郡寒川町田端2033 ㈲丸遊

278 その他 ニュースター 253-0106 高座郡寒川町宮山131 山崎興業㈱

279 その他 ガオウ（茅ヶ崎店） 253-0044 茅ヶ崎市新栄町1番地8 レオ㈱

280 その他 マルハン茅ヶ崎店 253-0073 茅ヶ崎市中島1337番地1 ㈱マルハン



281 その他 クリエ倉見店 253-0101 高座郡寒川町倉見906番地1 クリエ㈱

282 その他 ワルキューレ茅ヶ崎店 253-0052 茅ヶ崎市幸町22番27号 ㈱ヒノックス

283 その他 グランドホール金目店 259-1213 平塚市片岡776 ㈱千歳観光

284 その他 平塚プラザ 254-0826 平塚市唐ヶ原55 プラザ商事㈱

285 その他 シーザースパレス 254-0065 平塚市南原4-1-45 ㈲洋光

286 その他 ＺａＺａ平塚店 254-0014 平塚市四之宮2-23-30 ㈱真道

287 その他 シンセー八億平塚店 254-0014 平塚市四之宮2-4-16 ㈱新清

288 その他 ＧＡＵＤＩ湘南平塚 254-0034 平塚市宝町5-27 ＧＡＵＤＩ㈱

289 その他 マルハン平塚店 254-0013 平塚市田村1-4-26 ㈱マルハン

290 その他 ジャラン平塚店 254-0076 平塚市新町1番15号 永森商事㈱

291 その他 ガイア平塚店 254-0013 平塚市田村5-8-38 ㈱ガイア

292 その他 ニラク平塚黒部丘店 254-0821 平塚市黒部丘1番8号 ㈱ニラク

293 その他 スーパーD'ステーション平塚駅前店 254-0043 平塚市紅谷町13-1 NEXUS㈱

294 その他 タウンライト小田原栄町店 250-0011 小田原市栄町2-6-17 ㈱タウンライト

295 その他 スキップスロットクラブ小田原錦通り店 250-0011 小田原市栄町2-9-30 ㈱ビーコム　ピー・エックス

296 その他 海壽宮殿 250-0862 小田原市成田781-1 ㈱海壽宮殿

297 その他 でるたまランドむげん 250-0862 小田原市成田781-7 ㈱でるたまランド

298 その他 グランドホール小田原店 250-0055 小田原市久野406 ㈱千歳観光

299 その他 OUZAKYU P&S 256-0817 小田原市西酒匂1-3-37 ㈲セイブピーアンドエス

300 その他 ガイア小田原店 250-0011 小田原市栄町1-2-1 ㈱ガイア

301 その他 キコーナ小田原扇町店 250-0001 小田原市扇町4-8-15 アンダーツリー㈱

302 その他 SKIP小田原ダイヤ街店 250-0011 小田原市栄町2-9-5 ㈱ビーコム

303 その他 共栄会館 259-0304 足柄下郡湯河原町宮下41-20 ㈲共栄商事

304 その他 コーヨーゆがわら 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥1-14-1 ㈲コーヨー興産

305 その他 ＰＲＥＧＯ 259-0312 足柄下郡湯河原町吉浜字鶴巻田1576-1 ジョイパックレジャー㈱

306 その他 三益球殿　（大井松田店） 258-0019 足柄上郡大井町金子82 大徳興業㈱

307 その他 シンセー八億 南足柄店 250-0122 南足柄市飯沢43-1 ㈱新清

308 その他 三益球殿開成町店 258-0023 足柄上郡開成町宮台字上川原393-3 大徳興業㈱

309 その他 キコーナ秦野中井店 259-0151 足柄上郡中井町井ノ口2768-6 ㈱ブレイン

310 その他 アビバ南足柄店 250-0126 南足柄市狩野123 ㈱アビバ

311 その他 パーラーツルマキ 257-0001 秦野市鶴巻北2-3-8 田園開発㈱

312 その他 ニュー大根 257-0003 秦野市南矢名1-14-35 ㈲ニュー大根

313 その他 キコーナ秦野店 257-0035 秦野市本町1-11-5 ㈱タウンライト

314 その他 マルハン平沢店 257-0015 秦野市平沢312-2 ㈱マルハン

315 その他 ジャパンニューアルファ東海大前店 257-0003 秦野市南矢名2-6-5 ㈱ジャパンニューアルファ

316 その他 マルハン秦野元町店 257-0036 秦野市元町5-6 ㈱マルハン

317 その他 ジャパンニューアルファテームズ 257-0015 秦野市平沢469番地2 ㈱ジャパンニューアルファ

318 その他 ジャパンニューアルファテームズ２ 257-0015 秦野市平沢469番地2 ㈱ジャパンニューアルファ

319 その他 キコーナ東海大前店 257-0003 秦野市南矢名1-16-14 ㈱タウンライト

320 その他 ジリオン愛川店 243-0303 愛甲郡愛川町中津3399-10 ㈱タウンライト

321 その他 ＳＡＰ厚木店 243-0813 厚木市妻田東3-33-5 サンキョー㈱

322 その他 ジャパンニューアルファティアレ 243-0035 厚木市愛甲3-8-24 ㈱ジャパンニューアルファ

323 その他 シンセー八億 243-0206 厚木市下川入17番地1 ㈱新清

324 その他 パーラージリオン長谷店 243-0036 厚木市長谷301-1 ㈱タウンライト

325 その他 ロペステーションⅡ厚木 243-0018 厚木市中町3-4-22 ㈱マタハリー

326 その他 ＰＩＡ厚木 243-0018 厚木市中町2-3-1厚木ﾀﾞｲﾔﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙB1F ㈱マタハリー

327 その他 シンセー八億スロット店 243-0206 厚木市下川入13番地1 ㈱新清

328 その他 マルハン厚木店 243-0031 厚木市戸室5-31-2 ㈱マルハン

329 その他 ドキわくランド愛川店 248-0303 愛甲郡愛川町中津4666-1 ㈱悠煇

330 その他 ミナミ 243-0018 厚木市中町2-5-19 ㈱ミナミ

331 その他 ＰＩＡ厚木アネックス 243-0018 厚木市中町2-8-1会田興業ビル ㈱マタハリー

332 その他 トワーズ厚木店 243-0024 厚木市長沼240番地1 ㈱オザム

333 その他 ジャパンニューアルファ厚木金田店 243-0806 厚木市下依知1-11-1 ㈱ジャパンニューアルファ

334 その他 キコーナ厚木北店 243-0211 厚木市三田34-10 ㈱タウンライト

335 その他 グランドオータ厚木店 243-0034 厚木市船子1284-1　オータワールドビル1階 ㈱オータ

336 その他 ジャパンニューアルファ厚木北店 243-0203 厚木市下荻野1200-9 ㈱ジャパンニューアルファ

337 その他 マルハン厚木北店 243-0203 厚木市下荻野1200番地13 ㈱マルハン



338 その他 パチスロ甲子園 242-0006 大和市南林間1-19-13 ㈱新記総業

339 その他 ジャパンニューアルファ綾瀬店 252-1111 綾瀬市上土棚北4-12-12 ㈱ジャパンニューアルファ

340 その他 大和マリーン 242-0021 大和市中央1-3-15 ㈲大和興業

341 その他 ニュー入兆 242-0014 大和市上和田2670-6 マルトク商事㈲

342 その他 パチンコ大魔人　高座渋谷店 242-0023 大和市渋谷6-11-4 ㈱ヤマシゲ・エンタープライズ

343 その他 サンラッキー中央林間店 242-0007 大和市中央林間4-3-15 京都紅葉㈱

344 その他 ジャパンニューアルファエレム 242-0001 大和市下鶴間2-1-6 ㈱ジャパンニューアルファ

345 その他 甲子園２ 242-0006 大和市南林間2-19-5 ㈱新記総業

346 その他 ジャパンニューアルファエレムプラス 242-0001 大和市下鶴間2-1-6 ㈱ジャパンニューアルファ

347 その他 ジャパンニューアルファ綾瀬寺尾店 252-1136 綾瀬市寺尾西1-2-1 ㈱ジャパンニューアルファ

348 その他 トワーズ大和店 242-0029 大和市上草柳6-13-35 ㈱オザム

349 その他 マルハン綾瀬上土棚店 252-1111 綾瀬市上土棚北5-10-20 ㈱マルハン

350 その他 ドキわくランド大和駅前店 242-0021 大和市中央2-514-5 ㈱悠煇

351 その他 トワーズ大和深見店1120 242-0018 大和市深見西2-5-1 ㈱オザム

352 その他 SKIP綾瀬店 252-1135 綾瀬市寺尾釜田2-19-1三田ビル1・2階 ㈱ビーコム　エー・エス

353 その他 やすだ大和店 242-0001 大和市下鶴間2444番地1 ㈱安田屋

354 その他 大吉　大和柳橋店 242-0022 大和市柳橋5-12-34 ビープラス・グループ㈱

355 その他 ジャパンニューアルファサンファイヤー 243-0426 海老名市門沢橋6-18-21 ㈱ジャパンニューアルファ

356 その他 ガイアネクスト海老名駅前店 243-0432 海老名市中央1-3-1 ㈱ガイア

357 その他 新ガーデン座間 228-0002 座間市小松原1-21-3 ㈱東京遊楽

358 その他 ニラク海老名本郷店 243-0417 海老名市本郷2410番地1 ㈱ニラク

359 その他 スーパーD'ステーション座間店 228-0003 座間市ひばりが丘4-11-1 NEXUS㈱

360 その他 スーパーD’ステーション海老名店 243-0432 海老名市中央2-9-55 NEXUS㈱

361 その他 メガガイア座間 228-0003 座間市ひばりが丘4-12-1 ㈱ガイア

362 その他 キコーナ海老名店 243-0433 海老名市河原口4-5-6 アンダーツリー㈱

363 その他 ロマン 252-0321 相模原市南区相模台2-2-6 ㈲シムラ

364 相模原市 大学院 252-0302 相模原市南区上鶴間6-31-12 ㈲五国

365 相模原市 ジャパンニューアルファ相模原南店 252-0303 相模原市南区相模大野1-16-29 ㈱ジャパンニューアルファ

366 相模原市 プレイスポットドラゴン 252-0313 相模原市南区松ケ枝町25-25 ㈲サンワイ商事

367 相模原市 相模大野UNO 252-0303 相模原市南区相模大野3-13-2東和産業ﾋﾞﾙ　1階・地下1階 東和産業㈱

368 相模原市 パーラーニュードラゴン（古淵） 252-0344 相模原市南区古淵1-6-12 エヌ・アイ商事㈲

369 相模原市 パーラーコスモ相模原 252-0313 相模原市南区松ケ枝町24-18 ㈱コスモジーテ

370 相模原市 コンコルド相模大野店 252-0303 相模原市南区相模大野3-22-1YS-2ﾋﾞﾙ1F ㈲新日邦

371 相模原市 キコーナ相武台店 252-0324 相模原市南区相武台1-17-8 ㈱ブレイン

372 相模原市 ザシティ相模大野店 252-0303 相模原市南区相模大野3-9-1相模大野駅前92ﾋﾞﾙ2Ｆ ㈱ザシティ

373 相模原市 ベルシティ相模大野店 252-0303 相模原市南区相模大野3-9-1相模大野駅前92ﾋﾞﾙ3Ｆ ㈱ザシティ

374 相模原市 トワーズ麻溝台店 252-0328 相模原市南区麻溝台8-20-30 ㈱オザム

375 相模原市 ジャックアンドベティ　パブリック館 252-0328 相模原市南区麻溝台7-14-11 京都紅葉㈱

376 相模原市 glow 252-0344 相模原市南区古淵2-17-6 エヌ・アイ商事㈲

377 相模原市 キコーナ 252-0331 相模原市南区大野台6-3-5 アンダーツリー㈱

378 相模原市 ガイア麻溝台スロット館 252-0328 相模原市南区麻溝台8-2-15　　1階 ㈱ガイア

379 相模原市 小田急相模原UNO 252-0314 相模原市南区南台5-11 東和産業㈱

380 相模原市 ＳＡＰ相模原 252-0231 相模原市中央区相模原7-10-18 サンキョｰ㈱

381 相模原市 パチンコ　ジャンボ 252-0238 相模原市中央区星が丘1-1-26 ㈱三協

382 相模原市 チャンピオン田名 252-0244 相模原市中央区田名4095番地1 福日商事㈱

383 相模原市 RED　STADIUM 252-0243 相模原市中央区上溝5-12-8 ㈲スタジアム興業

384 相模原市 アビバ淵野辺店 252-0206 相模原市中央区淵野辺3-19-15 ㈱アビバ

385 相模原市 ジャパンニューアルファさがみはら 252-0134 相模原市緑区下九沢1644-1 ㈱ジャパンニューアルファ

386 相模原市 甲子園 252-0243 相模原市中央区上溝4-9-11 ㈱新記総業

387 相模原市 やすだ相模原店 252-0239 相模原市中央区中央1-13-7 ㈱安田屋

388 相模原市 ピーアークピーくんステージ1 252-0203 相模原市中央区東淵野辺5-5-25 ㈱サンパワー

389 相模原市 フジ相模原店 252-0131 相模原市緑区西橋本3-1-8 ㈱ケイズピーエム

390 相模原市 マルハン橋本台店 252-0132 相模原市緑区橋本台1-34-1 ㈱マルハン

391 相模原市 ＰＡＮＤＯＲＡ相模原駅前店 252-0231 相模原市中央区相模原4-2-15 ㈱パンドラ

392 相模原市 トワーズ相模原店 252-0212 相模原市中央区宮下3-8-27 ㈱オザム

393 相模原市 チャレンジャー遊館 252-0143 相模原市緑区橋本3-29-12 ㈱大國技研

394 相模原市 マルハン相模原店 252-0244 相模原市中央区田名3431-1 ㈱マルハン



395 相模原市 ドキわくランド橋本店 252-0132 相模原市緑区橋本台2-9-9 ㈱悠煇

396 相模原市 ピーアークピーくんステージ2 252-0203 相模原市中央区東淵野辺5-5-25 ㈱サンパワー

397 相模原市 ザ・城山 252-0106 相模原市緑区広田6-3 個人経営

398 その他 フジ伊勢原店 259-1147 伊勢原市白根501 ㈱ケイズピーエム

399 その他 キコーナ伊勢原店 259-1143 伊勢原市下糟屋175-1 ㈱タウンライト

400 その他 ソレイル 259-1132 伊勢原市桜台1-4-2 ㈲ゆたか


