神奈川県 店舗一覧

※2016年3月現在

※こちらは店舗一覧です。現在は、募集を締め切っている店舗もございますので、ご了承下さい。

愛甲郡
Curvesマルエツ中津

愛甲郡愛川町中津3397-1 マルエツ中津2F

足柄上郡
Curvesあしがらモール

足柄上郡大井町上大井117 2F

厚木市
Curves厚木中町
Curves下荻野
Curves厚木長谷

厚木市中町4-16-6 桐生ビル1階
厚木市下荻野438 毛利オリオンビル 2F
厚木市長谷6-20 フードワン厚木長谷店２Ｆ

綾瀬市
CurvesPAT綾瀬

綾瀬市寺尾中1-4-70 PAT綾瀬内

伊勢原市
Curvesダイエー伊勢原

伊勢原市白根630-1 ダイエー伊勢原店3F

海老名市
Curves海老名中央
Curvesさがみ野駅前
Curves海老名本郷

海老名市中央2丁目4-1 イオン海老名ショッピングセンター3F
海老名市東柏ヶ谷3-13-35-2Ｆ
海老名市本郷1689-1

小田原市
Curves小田原シティーモール
Curves小田原栄町
Curves栢山
Curves井細田

小田原市前川120 フレスポ小田原シティーモール南館２F
小田原市栄町2丁目9-33 小田原アプリ2F
小田原市栢山447 小田原百貨店栢山店B館
小田原市扇町3-22-1 2Ｆ

鎌倉市
Curves大船
Curves鎌倉小町

鎌倉市台3-3-13 富士スーパー2F
鎌倉市小町2丁目1-5 櫻井ビル2階

川崎市
Curves麻生百合丘
Curves大師桜本
Curves川崎小田
Curvesパレール川崎
Curves川崎東門前
Curves鹿島田
Curves川崎西口
Curvesサミット南加瀬
Curves溝ノ口
Curvesダイエー向ヶ丘
Curves稲田堤
Curves元住吉
Curves武蔵新城
Curves新丸子
Curvesモアナイス上小田中
Curves川崎宮崎台
Curves川崎鷺沼

川崎市麻生区百合丘2-3-1三和百合ヶ丘B1F
川崎市川崎区桜本1-8-4
川崎市川崎区浅田2-1-13 2階
川崎市川崎区東田町8番地 パレール川崎3F
川崎市川崎区東門前3-11-14
川崎市幸区下平間130 サンガーレンビル2F
川崎市幸区南幸町2-15-1 文化堂第一ビル2F
川崎市幸区南加瀬3-40-3 サミット南加瀬店2F
川崎市高津区溝口3-14-1
川崎市多摩区登戸2789 ダイエー向ヶ丘3Ｆ
川崎市多摩区菅1-3-2 コトブキビル1F
川崎市中原区井田中ノ町35-5黒佐ビル2Ｆ
川崎市中原区新城5-1-2 斉藤ビル 2F
川崎市中原区新丸子町690-2
川崎市中原区上小田中6-27-5
川崎市宮前区宮崎3-13-36 2階
川崎市宮前区鷺沼1-11-12 鷺沼ハーベストビル2F

相模原市
Curves相模原ｉｔ’ｓ
Curves上溝
Curves相模原星が丘
Curves淵野辺
Curves西橋本
Curvesコピオ相模原インター
Curves相模大野
Curves三和麻溝

相模原市中央区相模原1-1-19 相模原it's5F
相模原市中央区上溝3丁目20番24号 戸田ビルディング3階
相模原市中央区星が丘2-1-1
相模原市中央区淵野辺3-9-17 ライオンズプラザ淵野辺205
相模原市緑区西橋本3-9-8 ロイヤルホームセンター相模原橋本店内
相模原市緑区川尻1447-5外 コピオ相模原インターB館内
相模原市南区相模大野4-5-17 ロビーファイブ2階
相模原市南区下溝598-1 三和麻溝店A館2階

座間市
Curves座間立野台
Curves相武台前
Curves小田急相模原

座間市立野台1-16-50
座間市相武台1-35-10-5F
座間市相模が丘5-6-5

逗子市
Curves逗子

逗子市山の根1-2-19 ラ・メール・ブルー逗子 202号室

茅ヶ崎市
Curves茅ヶ崎新栄町
Curves茅ヶ崎矢畑
Curves茅ヶ崎出口町

茅ヶ崎市新栄町11-8 イトーヨーカドー6F
茅ヶ崎市矢畑264-3
茅ヶ崎市出口町11‐3

中郡
Curvesヤオマサ大磯

中郡大磯町月京3-25 2F

秦野市
Curves渋沢
Curves秦野南が丘

秦野市柳町2-2-10 小田原百貨店渋沢店B館2F
秦野市立野台3-2-3

平塚市
Curves紅谷町
Curves平塚四之宮
Curves平塚徳延

平塚市紅谷町14-30 平田ビル2Ｆ
平塚市四之宮2-14-15 シュガーロックハウス1F
平塚市徳延206-1 第2ヒヨシビル1F

藤沢市
Curves湘南台
Curves南藤沢
Curves湘南海岸公園
Curves辻堂新町
Curves湘南ライフタウン
Curves藤沢善行

藤沢市湘南台1-12-7 カーサ湘南台2F
藤沢市南藤沢8-7 ビッグリバービル3F
藤沢市鵠沼海岸1－3－16 プラッシング・ウェーブ江ノ島3Ｆ
藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル2F
藤沢市大庭5404-6 ラトゥール レジュモー １F
藤沢市立石2-7-4

南足柄市
Curves大雄山駅前

南足柄市関本560-4

大和市
Curves高座渋谷
Curves大和中央
Curves中央林間
Curves南林間

大和市福田1983-2ディアコートⅢ 1Ｆ
大和市大和東1-2-1 大和スカイビル5F
大和市下鶴間1598-1 LAPLA中央林間2F
大和市南林間1-11-18 スーパー生鮮館TAIGA南林間店2F

横須賀市
Curves横須賀大津
Curves衣笠栄町
Curves横須賀中央
Curvesサンビーチ追浜
CurvesYRP野比
Curves久里浜

横須賀市大津町3丁目34-22
横須賀市衣笠栄町1-13
横須賀市大滝町2-12
横須賀市追浜本町1-28-5 サンビーチ追浜 2F
横須賀市野比2-1-6 野比大神ビル2階
横須賀市久里浜4-10-12 ヤマシチビル4F

横浜市
Curves市が尾
Curves横浜青葉台
Curvesすすき野とうきゅう
Curves横浜こどもの国
Curves鶴ヶ峰
Curves二俣川
Curves横浜岡津
Curves緑園都市
Curves横浜いずみ中央
Curves横浜上中里
Curves横浜根岸
Curves横浜杉田
Curves横浜洋光台
Curves横浜六角橋
Curvesイオン東神奈川
Curves大口通
Curves横浜三ツ沢
Curves横浜片倉
Curves金沢八景ダイエー
Curves横浜能見台
Curves横浜港南台
Curves上永谷
Curvesイトーヨーカドー上大岡
Curves日限山
Curves港南台駅入口
Curves港北新羽
Curves大倉山
Curves横浜綱島
Curves港北高田
Curves菊名駅前
Curves栄桂台
Curves瀬谷
Curves三ツ境
Curvesセンター北
Curvesセンターみなみ
Curves鶴見駒岡
Curves鶴見本町通り
Curves鶴見駅前
Curves戸塚上倉田
Curves横浜東戸塚
Curves横浜伊勢佐木町
Curves本牧原
Curves横浜戸部
Curves和田町
Curves保土ヶ谷
Curves横浜西谷
Curvesスーパービバホーム長津田
Curves中山駅北口
Curves横浜鴨居
Curves弘明寺
Curves横浜吉野町

横浜市青葉区市ヶ尾町1154-9 市ヶ尾森ビル2F
横浜市青葉区さつきが丘6-20 村田マンション1F
横浜市青葉区すすき野2-5-4
横浜市青葉区奈良1-2-1 三和ショッピングセンター3F
横浜市旭区鶴ヶ峰2-23-18 佐藤ビル2F
横浜市旭区二俣川1-43-28 ドン・キホーテ5F
横浜市泉区岡津町200-3 スーパー生鮮館TAIGA岡津店2F
横浜市泉区緑園6-26-1
横浜市泉区和泉中央南五丁目4番13号 相鉄いずみ中央ビルM3階
横浜市磯子区上中里町675
横浜市磯子区西町14-3 畜産センタービル204
横浜市磯子区杉田1-23-8 クレールトワ杉田2F
横浜市磯子区洋光台5-1-9 オリンピック1F
横浜市神奈川区六角橋1-19-1 松本ビル2F
横浜市神奈川区富家町1 イオン東神奈川 4F
横浜市神奈川区大口通3-4 ロワール横浜大口 1F
横浜市神奈川区松本町4-32-8 ちとせビル1F
横浜市神奈川区片倉2-23-1 ユーティ片倉1階
横浜市金沢区泥亀1-27-1
横浜市金沢区能見台通34-7 ミュールバッハ能見台2階
横浜市港南区港南台9-1-2 港南台SC店イオンキミサワ 1階
横浜市港南区丸山台1-15-4 第３港南ビル３階
横浜市港南区上大岡西3-9-1 イトーヨーカドー上大岡店内
横浜市港南区日限山3-42-1 ユーコープ日限山店2階
横浜市港南区港南台9-27-6 天正ビル202号室
横浜市港北区新羽町1234 エヴァーグリーン新羽1号
横浜市港北区大倉山1-3-13 2F
横浜市港北区綱島東2-7-16
横浜市港北区高田東1丁目47-6 フォートレス・セリタ3階
横浜市港北区錦が丘16-13 桜ビル3階
横浜市栄区桂台南1-9-1 桂台グランボア2F
横浜市瀬谷区中央1-4 スマイルストリート瀬谷2F
横浜市瀬谷区三ツ境2-1 三ツ境ライフ別館
横浜市都筑区中川中央1-39-37 ガネーシャ 203
横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-26 ビクトリアセンター南 401+402
横浜市鶴見区駒岡5-5-12 武田メディカルビルディング2F
横浜市鶴見区本町通4-171-17 京急ストア2階
横浜市鶴見区鶴見中央1-18-6 バークレーハイツ２Ｆ
横浜市戸塚区上倉田町464 1階
横浜市戸塚区品濃町511-3 カサハラビル品濃町203
横浜市中区伊勢佐木町1-5-4 カトレヤプラザ伊勢佐木3F
横浜市中区本牧原19-1 ザ・レジデンス本牧横浜ベイサイド2F
横浜市西区戸部本町51-15 コモド横浜サウス201
横浜市保土ヶ谷区星川3-8-1 和田町駅前ビル4F
横浜市保土ヶ谷区帷子町1丁目44 池田ビル3F
横浜市保土ヶ谷区西谷町898 マルエツ3F
横浜市緑区長津田みなみ台4-6-1
横浜市緑区中山町306-5 静銀中山ビル3B
横浜市緑区鴨居3-1-4 ユニオンビル5階
横浜市南区弘明寺112-12 ネオックス弘明寺1F103
横浜市南区吉野町5-22 メゾン和田1F

