
地区 店舗名 所在地

畑畳店 藤沢28

ユニオンドラック 藤沢38

古書聖智文庫 藤沢89-1メイキビル201号

博光堂印刷所 藤沢96

文華堂 藤沢106

さわやかクリーニング藤沢駅前店 藤沢108

藤沢ミシン商会 藤沢108

クリエイトS・D藤沢駅北口店 藤沢460-1AB藤沢ビル1階

大島薬局 藤沢520

ダイエー藤沢店 藤沢520

藤保水産 藤沢541

さいか屋藤沢店 藤沢555

修文堂 藤沢555

近江堂 藤沢561

釜七金物店 藤沢559

まるやま生花店 藤沢438

ビックカメラ藤沢店 藤沢559

ヒロタ 藤沢976

湘南台富士見電気フジサワ店 藤沢1015

みつはし茶舗 藤沢1-2-3

やまか藤沢店 南藤沢2-1-3

オーケー藤沢店 南藤沢6-23

北海道の味八雲 南藤沢10-1

小田急百貨店ODAKYU 湘南 GATE 南藤沢21-1

湘南グッド 西富１-３-１６

ユーコープ藤が岡店 藤が岡2-8-10

そうてつローゼン善行店 善行1-4-1

クリエイトS・D藤沢善行店 善行1-14-1

みつばクリーニング田代屋店 善行1-19-1

田代屋米店 善行1-19-1

居酒屋ほんま 善行1-26-6

イイナスタイル 善行7-9-32

A・コープ善行店 善行団地3-15-1

Fuji善行店 善行坂1-3-17

マルキホームズ 立石2-7-3

ユザワ文具 西俣野2657番地

エコストア　パパラギ 鵠沼石上１-３-６

イトーヨーカドー藤沢店 鵠沼石上1-10-1

大島薬局 鵠沼石上1-10-1イトーヨーカドー内

中村屋酒米店 鵠沼桜が岡3-5-1

ごみ減量推進店一覧（141店舗）

善行地区

藤沢地区

鵠沼地区



Fuji鵠沼藤が谷店 鵠沼藤が谷2-14-10

米ディハウス鵠沼店 本鵠沼2-5-19

やまか本鵠沼店 本鵠沼2-14-8

すずきや鵠沼店 本鵠沼4-13-11

クリエイトS・D藤沢本鵠沼店 本鵠沼5-1-10

そうてつローゼン鵠沼店 鵠沼海岸3-2-16

Fuji鵠沼店 鵠沼海岸5-2-22

ギフトショップセーラ 鵠沼海岸3-3-8-101

御菓子司華月 鵠沼海岸7-17-15

クリエイトS・D鵠沼神明店 鵠沼神明3-10-7

総合洋品セキネ 鵠沼神明4-12-25

そうてつロ-ゼン弥勒寺店 弥勒寺2-6-10

デスクサイド・コイズミ 弥勒寺３-1-５

井上書房 川名2-1-2

クリエイトS・D藤沢柄沢店 柄沢216

クリエイトS・D藤沢村岡東店 村岡東1-2-1

クリエイトS・D藤沢片瀬店 片瀬83-4

パイニィ片瀬山店 片瀬2-2-2

やまか片瀬山店 片瀬山2-7-1

やまか江の島店 片瀬海岸1-6-5

ナガセカナモノ 辻堂元町4-1-19

松本商店 辻堂1-1-17

小林茶舗 辻堂1-1-18

銀美堂時計総本店 辻堂1-3-2

のばら書店 辻堂1-3-13

肉のホドシマ 辻堂1-9-13

カマヤ薬局 辻堂1-2-2リストレジデンス辻堂タワーA-1

ミアクチーナ湘南辻堂駅前店 辻堂神台1-3-32

西友辻堂店 辻堂西海岸3-1-48

中野養蜂園 辻堂東海岸1-16-8

神原米店 辻堂東海岸2-2-2

クリエイトS・D辻堂東海岸店 辻堂東海岸3-3-12

魚幸商店 辻堂東海岸3-3-18

ヨークマート辻堂太平台店 辻堂太平台2-10-3

（有）ユマニテ薬局 羽鳥3-1-８

辻堂増田屋 羽鳥3-1-36

セブンイレブン藤沢羽鳥店 羽鳥3-1-39

田中薬局 羽鳥3-3-18

丸寿 羽鳥3-20-9

金子クリーニング店 辻堂新町2-17-27

三和湘南モールフィル店 辻堂新町4-1-1

シャトレーゼ藤沢高山店 辻堂新町4-3-3

ecomo 城南5-6-20

明治地区

辻堂地区

村岡地区

片瀬地区

鵠沼地区



クリエイトS・D藤沢大庭店 大庭5056-4

イオン藤沢店 大庭5061-2

協同組合湘南ライフタウンショッピングセンター 大庭5061-2

お茶・のりコバヤシ 大庭5061-2ライフピア内

チャームショップふじや 大庭5061-2ライフピア内

ライフタウンペットショップ 大庭5061-2ライフピア内

フルーツショップマルカメ 大庭5061-2ライフピア内

大島薬局 大庭5061-2ライフピア内

藤沢大庭郵便局 大庭5061-21

リカーハウストミー 大庭5251-2　グリーンビュット103

生活クラブ生協神奈川らいふたうんデポー 大庭5349-4川口ビル内

コーヒーロースターズ湘南 大庭5431-9

高座豚手づくりハム湘南六会店 亀井野1-2-2

ヨークマート六会店 亀井野1-3-3

六会薬品 亀井野1-8-11

サンハートとりい 亀井野1-9-19

桜花堂薬局 亀井野1-10-4

美容室杏里 亀井野2-3-3

クリエイトS・D藤沢亀井野店 亀井野3-10-1

へっころ谷 亀井野3-30-1

西友藤沢石川店 石川2-14-16

クリエイトS・D藤沢石川店 石川5-9-26

イトーヨーカドー湘南台店 石川6-2-1

ダイエー湘南台店 湘南台1-3-3

クリエイトS・D湘南台店 湘南台1-6-2

そうてつローゼン湘南台店 湘南台1-10-1

大島薬局 湘南台1-10-1そうてつローゼン内

ローソン藤沢亀井野店 湘南台1-32-11

ローソン湘南台2丁目店 湘南台2-3-4

Bookプラザ文華堂 湘南台2-5-11ウエスト一番館2階

カルチャー文華堂 湘南台1-10-6

湘南台富士見電気本店 湘南台2-9-4

クリエイトS・D湘南台二丁目店 湘南台2-23-8

ローソン藤沢湘南台店 湘南台4-10-12

大黒屋黒川酒店 湘南台4-32-2

ホンダカーズ横浜藤沢湘南台店 湘南台6-2-5

クリーニング湘南社本店 湘南台6-27-3

丸安スポーツサイクル 湘南台6-27-8

ユーコープ湘南台店 円行2-10-1

長後ストアー 長後707

セブンイレブン長後北店　 長後1223

ことりのおうち～ふれあいインコカフェ～ 高倉641-5

OdakyuOX長後店 下土棚509-13

六会地区

湘南台地区

大庭地区

長後地区



ミアクチーナ長後駅前店 下土棚461-1

テーラーノグチ 下土棚467-7

和光薬局 下土棚468

ギフト専門店くりばやし 打戻1768-3

山崎文具店 打戻1857-4

セブンイレブン葛原店　 葛原21

小菅商店 用田588

米米ニシヤマ 用田592

クリエイトS・D藤沢用田店 用田608

鈴野商店 宮原1319

業務スーパーやまか遠藤店 遠藤642-1

湘南とうきゅう 遠藤698-10

（有）そば処　立花 遠藤788-４

クリエイトS・D藤沢遠藤店 遠藤2009-11

花伸 遠藤2021-16

遠藤地区

長後地区

御所見地区


