
ユーコープのお店 22 店舗は常設、他は

期間限定で、1 月・8 月に実施します。 

 

店舗の回収ボックスを設置しているユーコープの

店舗はユーコープＨＰか右の二次元コードから確

認ください。 

ユーコープ 検索 

フードドライブ拠点 

ﾐｱｸﾁｰﾅ末吉店、大岡店、ハーモス深谷、東戸塚駅

前店、芹が谷店、野庭店、釜利谷店、釜利谷店、

白山道店、小山台店、本郷店、上郷店、たまプラー

ザ店、ハーモス荏田、桜台店、長井店、湘南辻堂駅

前店、湘南台店、大谷店、ハーモス座間、ﾐｱｸﾁｰﾅ

南林間店、ﾐｱｸﾁｰﾅ茅ヶ崎高田店 

常設店 



 

 

 

地

域 

設置 

区・市 
店舗名 住所 電話  地域 

設置

区・市 
店舗名 住所 電話 

川
崎 

中原区 
井田三舞店 川崎市中原区井田三舞町 10-1 044-798-8826  

横
須
賀
・
湘
南 

横須

賀市 
長井店 横須賀市長井 3-35-8 046-857-3367 

多摩区 菅店 川崎市多摩区菅 5-13-3 044-944-5785    岩戸店 横須賀市岩戸 2-1-1 046-847-2100 

  
登戸店 川崎市多摩区登戸 369 044-900-2660  鎌倉

市 
玉縄店 鎌倉市玉縄 2-1-3 0467-46-2981 

  寺尾台 川崎市多摩区寺尾台 1-16 044-954-1411    西鎌倉店 鎌倉市西鎌倉 1-21-18 0467-32-5422 

麻生区 千代ヶ丘店 川崎市麻生区千代ケ丘 1-20-93 044-966-9533  逗子 桜山店 逗子市桜山 3-6-21 046-873-6952 

  
上麻生店 川崎市麻生区上麻生 4-15-1 044-953-8020  三浦

市 
原町店 三浦市原町 1-3 046-882-2867 

横
浜 

緑区 
竹山店 横浜市緑区鴨居 6-1-11 045-933-4671  藤沢

市 

ミアクチーナ湘南辻堂駅

前店 
藤沢市辻堂神台 1-3-32 0466-38-1270 

青葉区 ハーモス荏田 横浜市青葉区荏田西 2-14-3 045-912-9955    ミアクチーナ長後駅前店 藤沢市下土棚 461-1 0466-43-4121 

  たまプラーザ

店 
横浜市青葉区美しが丘 1-9-16 045-901-9517    藤が岡店 藤沢市藤が岡 2-8-10  0466-25-3538 

  桜台店 横浜市青葉区桜台 2-13 045-983-1321    湘南台店 藤沢市円行 2-10-1 0466-44-7750 

港北区 
大豆戸店 横浜市港北区大豆戸町 914 ｰ 1 045-543-6410  茅ヶ

崎市 
萩園店 茅ケ崎市萩園 2333-3    0467-87-3190 

鶴見区 
馬場店 横浜市鶴見区馬場 4-37-10    045-582-4486    

ミアクチーナ茅ヶ崎高田

店 
茅ヶ崎市高田 5-5-21 0467-51-8777 

  ミアクチーナ

末吉店 
横浜市鶴見区上末吉 2-12-24 045-581-0860    旭ヶ丘店 茅ケ崎市旭が丘 12-27 0467-85-0166 

  岸谷店 横浜市鶴見区岸谷 3-13-5 045-584-2924    ミアクチーナ柳島店 茅ケ崎市柳島 1-9-41 0467-58-8483 

神奈川区 
白幡店 横浜市神奈川区白幡仲町 4-6 045-401-8768  平塚

市 
岡崎店 平塚市岡崎 5929-29 0463-58-9331 

  片倉店 横浜市神奈川区片倉 1-16-3 045-491-8211    中原店 平塚市中原 3-20-5 0463-36-8566 

  神大寺店 改装中   秦野

市 
ミアクチーナ秦野曽屋店 秦野市曽屋 687-31 0463-83-2810 

保土ヶ谷区 新桜ヶ丘店 
横浜市保土ケ谷区新桜ヶ丘

1-21-3 
045-351-8751    ミアクチーナ鶴巻店 秦野市鶴巻南 1-19-31 0463-78-0351 

泉区 中田店 横浜市泉区中田東 4-1-1 045-803-5771  伊勢

原市 
高森店 伊勢原市高森 2-6-4 0463-92-1237 

  萩丸店 
横浜市泉区和泉中央南 1丁目

40-22 
045-803-6082  二宮

町 
二宮店 中郡二宮町二宮 783-1 0463-73-2598 

  和泉店 横浜市泉区下和泉 3-1-1 045-802-8021  

県
央 

相模

原市 

ミアクチーナ並木あおば

店 
相模原市中央区並木 3-3-1 042-758-2141 

  いずみ野店 横浜市泉区和泉町 6095-10 045-804-6936    由野台店 
相模原市中央区由野台

2-27-12     
042-759-1831 

旭区 若葉台店 横浜市旭区上川井町 2692-1-2 045-922-4951    すすき野店 
相模原市中央区すすきの町

36-13 
042-753-2930 

  白根店 横浜市旭区白根 4-32-1 045-954-1264    麻溝店 相模原市南区相模台 7-1-13 042-747-0270 

戸塚区 
東戸塚駅前

店 
横浜市戸塚区川上町 87 045-826-9921    相模台店 相模原市南区相模台 5-8-10 042-748-7421 

  ハーモス深谷 横浜市戸塚区深谷町 1055-1 045-853-1141  厚木

市 
鳶尾店 厚木市鳶尾 2-25-9 046-241-0551 

  舞岡店 横浜市戸塚区南舞岡 2-17-22 045-823-5616    愛甲店 厚木市愛甲 2-13-37 046-247-9358 

栄区 本郷店 横浜市栄区上郷町 48-5 045-893-9100    厚木戸室店 厚木市戸室 5-6-1 046-295-6660 

  小山台店 横浜市栄区小山台 2-10-28 045-891-2088  大和

市 
ミアクチーナ南林間店 大和市南林間 5-9-1 046-274-7202 

  上郷店 横浜市栄区上郷町 1373 045-894-1701  海老

名市 
河原口店 海老名市河原口 2-15-30 046-233-8605 

南区 永田店 横浜市南区永田北 3-3-8 045-712-0297    門沢橋店 海老名市門沢橋 2-16-34 046-238-3160 

  大岡店 横浜市南区大岡 2-21-8 045-731-0601    大谷店 海老名市大谷北 4-1-17 046-235-6432 

港南区 笹下店 横浜市港南区笹下 5-2-8 045-843-0778    ミアクチーナ上今泉店 海老名市上今泉 3-1-6 046-233-7263 

  下永谷店 横浜市港南区下永谷 3-8-9 045-824-1355  座間

市 
ハーモス座間 座間市立野台 1-19-1 046-257-3335 

  大久保店 横浜市港南区大久保 2-8-27 045-842-0929  愛川

町 
中津店 愛甲郡愛川町中津 3547-1 046-286-4137 

  日限山店 横浜市港南区日限山 3-42-1 045-843-3556  西湘・

足柄 
小田

原市 
国府津店 小田原市国府津 1884-3 0465-48-8237 

  港南台店 横浜市港南区港南台 5-20-9 045-833-3513  

 

  野庭店 横浜市港南区野庭町 667-1 045-843-9693  

  芹が谷店 横浜市港南区芹が谷 2-8-1 045-824-0341  

  丸山台店 横浜市港南区丸山台 4-8-25 045-841-1775  

磯子区 杉田店 横浜市磯子区杉田 7-13-1 045-774-4793  

  洋光台店 横浜市磯子区洋光台 5-10-4 045-833-1527  

金沢区 白山道店 横浜市金沢区釜利谷南 2-3-8 045-784-2811  

  釜利谷店 横浜市金沢区釜利谷東 4-53-6 045-781-3066  

回収ボックス設置店舗一覧 


