
※掲載希望店のみ 令和４年８月１８日現在
協力店名 所在地（横浜市）

1 福徳商店 神奈川区六角橋１－１１－２１
2 ビタミンファーマシー大口薬局 神奈川区大口通６－１
3 横浜薬局　大口駅前店 神奈川区大口通５８－１
4 ホケン薬局 神奈川区大口通５６－６
5 若草薬局 神奈川区大口通１３５－１５
6 ライフ菅田調剤薬局 神奈川区菅田町２６４９－２
7 石井薬局 神奈川区二ツ谷町６－３
8 ケンシンドー薬局 神奈川区大口通１３９－１
9 ポートサイド薬局 神奈川区栄町６－１

10 アルファー薬局 神奈川区六角橋５－７－１８
11 株式会社　ＹＰＰ 神奈川区六角橋１－１１－１　２階
12 マルコシ洋傘店 神奈川区六角橋１－１１－１６
13 ＢＲコーヒー 神奈川区六角橋１－１１－１６
14 リビングショップ　シゲタ 神奈川区六角橋１－１１－１６
15 グッディサンシャイン 神奈川区六角橋１－１１－２０
16 有限会社　佐野平洋品店 神奈川区六角橋１－１０－１
17 有限会社　山崎写真店 神奈川区六角橋１－１０－１９
18 雨宮商店 神奈川区六角橋１－１０－２
19 レディスショップ　オークス 神奈川区六角橋１－１０－２
20 サミーズカフェ 神奈川区六角橋１－１０－２
21 株式会社　石川屋ふとん店 神奈川区六角橋１－１０－１１
22 山本園茶店 神奈川区六角橋１－１０－１１
23 CASUAL SHOP KAZU 神奈川区六角橋１－１０－１４
24 有限会社　愛妻家 神奈川区六角橋１－１０－１３
25 すぺーすろっかく 神奈川区六角橋１－１０－１１
26 定食　寿屋 神奈川区六角橋１－１０－１１
27 お休み処「はら」 神奈川区六角橋１－１０－１１
28 オーミヤ洋品店 神奈川区六角橋１－９－１
29 らーめん中々 神奈川区六角橋１－９－１
30 白楽Cafe Amendoro 神奈川区六角橋１－９－２
31 珈琲文明 神奈川区六角橋１－９－２
32 六角橋焼小籠包 神奈川区六角橋１－９－１
33 雷神堂　六角橋店 神奈川区六角橋１－９－２２
34 松坂屋カバン店 神奈川区六角橋１－９－２２
35 コンフォートシューズリリー 神奈川区六角橋１－９－２４
36 小川屋京染店 神奈川区六角橋１－９－２３
37 横浜六角橋薬局 神奈川区六角橋１－９－２４
38 足立商店 神奈川区六角橋１－８－１
39 五ッ木園茶舗 神奈川区六角橋１－７－２１
40 メンズショップ花屋 神奈川区六角橋１－７－１９
41 switch box あけ/たて 神奈川区六角橋１－７－２１
42 居酒屋かめちゃん 神奈川区六角橋１－７－２１
43 キッチン友 神奈川区六角橋１－７－２１
44 スナック　うさぎの耳 神奈川区六角橋４－１７－３７
45 白楽メンタルクリニック 神奈川区六角橋１－７－２
46 天平堂仏具店 神奈川区六角橋１－２－５
47 陽月堂薬局 神奈川区六角橋１－６－１４
48 竹内皮膚科クリニック 神奈川区六角橋１－６－１２
49 六角橋郵便局      神奈川区六角橋１－４－１
50 ディア・コート歯科クリニック 神奈川区六角橋１－２－１１
51 ゼロスポ鍼灸整骨院 白楽 神奈川区六角橋１－２－８
52 矢澤商店 神奈川区六角橋１－４－６
53 世界長 神奈川区六角橋１－６－１３
54 カトレア薬局 神奈川区六角橋１－４－３
55 朝日内科クリニック 神奈川区六角橋１－６－１４
56 白楽デンタルオフィス 神奈川区六角橋１－６－１４
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57 はくらく耳鼻咽喉科クリニック 神奈川区六角橋１－６－１４
58 六角橋商店街事務所 神奈川区六角橋１－１０－２
59 横浜農業協同組合　菅田支店 神奈川区菅田町1717
60 サン・スマイル　ライフケア 神奈川区三枚町８８
61 新横浜南訪問看護ステーション 神奈川区菅田町６５６－１
62 介護老人保健施設　ラ・クラルテ 神奈川区菅田町６５６－１
63 ケアプランセンターどれみ 神奈川区六角橋４－５－９－１０８号
64 そんぽの家　横浜神大寺 神奈川区神大寺１－１３－４５
65 丸浜青果商業協同組合 神奈川区山内町1番地
66 オプティ神奈川 神奈川区菅田町１７８８－１
67 Chase　Club　Ⅱ 神奈川区三ツ沢下町３２－３０
68 小規模多機能サービス菅田事務所 神奈川区菅田町１７８８－１
69 川美せんべい神大寺 神奈川区神大寺１－４２－２０
70 医療法人社団久遠会福澤クリニック 神奈川区片倉１－９－３
71 西神奈川ヘルスケアクリニック 神奈川区西神奈川２－６－１
72 プライムライフ片倉 神奈川区片倉１－２３－２６
73 ＮＰＯつばさ　ぷらん＆さぽーと 神奈川区羽沢町９０４－４
74 小規模多機能ホームつばさ 神奈川区羽沢町１２００－５０
75 横浜市片倉三枚地域ケアプラザ居宅介護事業所・通所介護事業所 神奈川区三枚町１９９－４
76 デイサービスにじいろ片倉 神奈川区片倉４－１２－２７
77 横浜市菅田地域ケアプラザ 神奈川区菅田町１７１８－１
78 ケアマネジメントセンター　クルー 神奈川区台町１４－５
79 ナースステーション　なないろ 神奈川区反町４－３７－１　１０１
80 ヒューマンサービスこころ居宅介護支援　　訪問介護 神奈川区反町２－１５－１４
81 ＪＡ横浜神奈川支店 神奈川区神大寺２－１９－２０
82 名倉内科クリニック 神奈川区片倉４－３－２４
83 デイサービスふるさと反町 神奈川区松本町４－２８－９
84 株式会社　祐　彩みずきデイサービス 神奈川区松本町３丁目２３－５
85 若竹苑 神奈川区羽沢町５５０－１
86 グループホームみんなの家・横浜羽沢３ 神奈川区羽沢町９９０－７
87 わかたけケアプラン 神奈川区平川町２－４
88 グループホームはなことば丘の上ホーム 神奈川区菅田町２７２３－２
89 （株）對馬産業 神奈川区菅田町３５０－２５
90 滝沢舗装興業（有） 神奈川区神大寺２－１－１９
91 （有）新明工事 神奈川区菅田町２７４１－１８
92 見上工業株式会社 神奈川区西神奈川１－７－８
93 三共建設株式会社 神奈川区羽沢南４－１９－８
94 (株）丸舗建設 神奈川区羽沢町１２２２
95 久保田建設（株） 神奈川区六角橋２－２７－１６
96 （株）三木組 神奈川区青木町７－１６
97 昭和舗装(株） 神奈川区菅田町２３４
98 ライフアドバンスセノバよこはま 神奈川区富家町７－１０１
99 株式会社　横溝工務店 神奈川区西神奈川３－１６－１

100 宝建設株式会社 神奈川区新子安１－１６－２２
101 新栄建設（株） 神奈川区西神奈川１－１８－９
102 心笑(訪問介護) 神奈川区西神奈川１－１－８
103 株式会社ＮＢ建設 神奈川区栄町５－１
104 有限会社　大原商事　八百惣 神奈川区大口仲町２３－１
105 青木商店 神奈川区大口通１６－９
106 十字屋日立　株式会社 神奈川区大口通１７－３
107 甲州屋 神奈川区大口通１７－１
108 仲一商店 神奈川区大口仲町２４－３
109 （有）大口つるや洋品店 神奈川区大口通１－６
110 （資）明文堂 神奈川区大口通１１－６
111 有限会社　田中繁商店 神奈川区大口通６－１
112 有限会社　栃木屋酒店 神奈川区大口通１０－２
113 有限会社　山田屋洋品店 神奈川区大口通３４
114 ふじや洋服店 神奈川区大口通６－１
115 （有）寺尾屋 神奈川区大口通１６－６



116 山田時計店 神奈川区七島町１４６番地
117 （株）かやぎや 神奈川区大口通６－１
118 米屋菓子店 神奈川区大口通１６
119 そば処　もりしげ 神奈川区大口通６－８
120 美容室　ロディーナ 神奈川区大口通２－７　
121 有限会社　豊屋寝装店 神奈川区大口通３－６
122 カフェ　てんだぁ 神奈川区大口通３－６
123 （有）越後屋フルーツ 神奈川区大口通３２
124 ゼロスポ鍼灸・整骨院  大口通 神奈川区大口通１－２
125 ペンギンカメラ　２号店 神奈川区大口通７－２
126 すずか寝装店 神奈川区大口通３０
127 株式会社　さくらの季 神奈川区大口通２８
128 （有）ペンギンカメラ本店 神奈川区七島町１２７
129 ギャラリーアイ 神奈川区大口通３３
130 石川屋酒店 神奈川区大口通３０
131 うらしま接骨院 神奈川区大口通２８
132 ＳＯＭＰＯケアハッピーデイズ片倉町 神奈川区片倉１－３０－３５
133 薩田内科クリニック 神奈川区菅田町２６４７
134 小川橋医院 神奈川区菅田町９１０－３
135 椚の大樹介護保険センター 神奈川区西神奈川１－９－２－２０１
136 有限会社　落合水道設備 神奈川区菅田町１７１２－２
137 特別養護老人ホーム　けやき荘 神奈川区菅田町１－１
138 特別養護老人ホーム　菅田心愛の里 神奈川区菅田町1122
139 放課後等デイサービス　こころ 神奈川区菅田町１１１８－３
140 クリエイト薬局　横浜西菅田店 神奈川区菅田町５６３－１
141 西菅田クリニック 神奈川区菅田町488
142 社会福祉法人さくら会　特別養護老人ホーム　羽沢の家 神奈川区羽沢町980
143 社会福祉法人さくら会　居宅介護支援事業所　羽沢の家 神奈川区羽沢町1602
144 ニチイケアセンター大口 神奈川区大口通１３５－５
145 新横浜リハビリテーション病院 神奈川区菅田町２６２８－４
146 介護老人保健施設　リハリゾートわかたけ 神奈川区菅田町1826
147 特別養護老人ホーム　福寿園横浜 神奈川区菅田町２３３１－１
148 訪問看護リハビリステーション　椚の大樹 神奈川区西神奈川１－９－２
149 椚の大樹ヘルパーステーション 神奈川区西神奈川１－９－２
150 椚の大樹ケア２４ 神奈川区西神奈川１－９－２
151 横浜西寺尾郵便局          神奈川区西寺尾２－７－１３
152 横浜鶴屋町郵便局　　　　　 神奈川区鶴屋町２－１７－１
153 神奈川宮前郵便局　　　　　 神奈川区青木町４－７
154 横浜三ツ沢郵便局　　　　　 神奈川区三ツ沢中町４－１９
155 横浜反町郵便局　　　　　　 神奈川区松本町３－２５－１３
156 横浜羽沢郵便局　　　　　　 神奈川区羽沢町１５４７－６
157 横浜片倉郵便局　　　　　　 神奈川区片倉１－１６－８
158 横浜六角橋北郵便局　　　 神奈川区六角橋６－２８－２９
159 横浜沢渡郵便局 神奈川区泉町８－８
160 大口駅前郵便局　　　　　　 神奈川区神之木町１－１
161 横浜中央市場内郵便局　　 神奈川区山内１
162 横浜大口郵便局　　　　　　　 神奈川区大口通１３９－３
163 テクノウェイブ１００ビル内郵便局　　 神奈川区新浦島町１－１－２５
164 横浜ポートサイド内郵便局　　 神奈川区栄町６－１
165 横浜菅田郵便局　　　　　　　　 神奈川区菅田町４８８－４－５
166 横浜神大寺郵便局　　　　　　 神奈川区神大寺４－１－８
167 クティール神大寺 神奈川区六角橋４－６－６１
168 クティール六角橋 神奈川区六角橋５－１－１５
169 （有）増田屋 神奈川区片倉２－３７－７
170 佐藤テレビ音響社 神奈川区片倉１－１３－４
171 GENKI　NEXT　横浜片倉町 神奈川区片倉１－１３－１２
172 生活協同組合ユーコープ　片倉店 神奈川区片倉１－１６－３
173 フードハウス大野屋菅田店 神奈川区菅田町488
174 トライソフト 神奈川区菅田町１７０４－１



175 株式会社　東日本銀行　片倉支店 神奈川区片倉１－１５－３
176 横浜信用金庫　反町支店 神奈川区反町２－１３－４
177 株）ヒューメディカ　しんまち薬局 神奈川区浦島町７－１
178 心笑(居宅介護事業所) 神奈川区西神奈川１－１－８
179 社会福祉法人　横浜市福祉ｻｰﾋﾞｽ協会　ケアマネステーション片倉 神奈川区片倉４－１４－２２
180 太陽の家　神大寺 神奈川区神大寺２－９
181 株式会社　レミニス　居宅介護支援 神奈川区西神奈川3-18-1
182 押花工房AN 神奈川区片倉4-24-14
183 ひばり薬局　東神奈川店 神奈川区東神奈川1-29
184 ひばり薬局　東神奈川西口店 神奈川区西神奈川1-8-5
185 ひばり薬局　反町店 神奈川区泉町2-4
186 斉藤印房 神奈川区泉町1-4
187 アカシヤ 神奈川区松本町1-1-5 2B
188 ハートテック六角橋 神奈川区栗田谷48-21
189 よしいけ動物病院 神奈川区三ツ沢下町3-25-101
190 ローソン　三ツ沢下町 神奈川区三ツ沢下町10-1
191 GODAIテニスコーチ学校 神奈川区白幡上町9-3
192 GODAI白楽 神奈川区白幡上町9-3
193 しんわ薬局 子安店 神奈川区七島町128
194 マイトリーヘルプサービス 神奈川区鳥越38
195 Bocca Grande 神奈川区大口通8-10
196 有限会社　呉竹鮨 神奈川区大口通129-8
197 焼肉　大苑 神奈川区大口仲町36-5
198 ゆの鮨 神奈川区入江2-19-3
199 Smile Station Café 神奈川区大口通80
200 理容　大口あやめ 神奈川区大口通138-14
201 うめや 神奈川区西寺尾3-7-3
202 大衆酒場　ひかる 神奈川区西寺尾3-1-15
203 小規模多機能型居宅介護　ぼやあ樹　神大寺 神奈川区神大寺3-2-7
204 ファミリー薬局　横浜神大寺店 神奈川区神大寺1-11-12
205 第一生命保険株式会社　横浜総合支社　第一職域営業オフィス 神奈川区金港町6-6
206 第一生命保険株式会社　横浜総合支社　第二職域営業オフィス 神奈川区金港町6-6
207 デイサービスおひさまSUNサン六角橋 神奈川区六角橋3-19-10
208 デイサービスおひさまSUNサン 神奈川区斎藤分町22-7
209 Spice Nine 神奈川区大口通138
210 （株）つながり　ひだまりデイサービス　ひだまりカフェ 神奈川区六角橋2-30-2
211 神奈川県済生会神奈川県病院 神奈川区富家町6-6
212 アカリエ　ケアプラン相談センター 神奈川区鶴屋町2丁目10-1
213 デイサービスにじいろ　羽沢 神奈川区羽沢町1761-4
214 反町カフェぽらん 神奈川区松ヶ丘35-16
215 横浜ガーデン山郵便局　　　 神奈川区三ツ沢下町33-14
216 青桐ハイツ 神奈川区神大寺3-4-14
217 飛鳥ライフサービス 神奈川区六角橋3-20-5
218 地域活動支援センター　むすび 神奈川区神之木台3-3
219 大樹生命株式会社　横浜支社 神奈川区金港町1-4
220 大樹生命株式会社　横浜統括営業部 神奈川区金港町1-4
221 大樹生命株式会社　みなとみらい営業部 神奈川区金港町1-4
222 横浜入江郵便局 神奈川区入江1-22-8
223 第一生命保険株式会社　新横浜支社　東神奈川営業オフィス 神奈川区西神奈川1-11-5
224 東神奈川駅前郵便局　　　　　 神奈川区東神奈川1-2-1
225 オルトヨコハマ内郵便局　　　 神奈川区新子安1-1
226 横浜西神奈川郵便局　　　　　 神奈川区西神奈川1-9-11
227 神奈川白幡郵便局　　　　　　 神奈川区白幡南町35-4
228 横浜新子安郵便局　　　　　　 神奈川区新子安1-8-2
229 お惣菜　いい田 神奈川区神大寺2-39-13
230 （有）三井商店　ファミリーマート神大寺４丁目店 神奈川区神大寺4-8-2
231 ホワイト急便　南神大寺団地店 神奈川区神大寺2-9-3-101
232 ハウスドクターしのくら 神奈川区片倉町2-9-25
233 （株）奥島内装　ショールームルーミスト 神奈川区神大寺1-12-15



234 ALSOK双栄株式会社　横浜支店　横浜営業所 神奈川区宝町2番地
235 佐藤商店 神奈川区神大寺3-4-7
236 アイン三枚町保育園 神奈川区三枚町31-1
237 神奈川区地域子育て支援拠点かなーちえサテライト 神奈川区入江1-17-12-2
238 美容室スタジオ　トピックス 港北区篠原台町4-6-102
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