
市区郡名 売場名 郵便番号 住所

旭区 横浜四季の森チャンスセンター 241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根３－４１－１

横浜左近山いなげやチャンスセンター 241-0014 神奈川県横浜市旭区市沢町１２３６－１

宝くじロトハウス　アルコット二俣川店 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１－４３　アルコット二俣川Ａ２０３

鶴ヶ峰チャンスセンター 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－７８

二俣川チャンスセンター 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２－５０－１４

希望ケ丘チャンスセンター 241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘２６５

コミュニティースクエアわかば 241-0801 神奈川県横浜市旭区若葉台３丁目５番２号

みずほ銀行二俣川支店 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２－５２－１５

みずほ銀行鶴ヶ峰支店 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２－２０

磯子区 みずほ銀行新杉田支店 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１

ダイクマ磯子店チャンスセンター 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子１－２－１

洋光台イトーヨーカドーボックス 235-0045 横浜市磯子区洋光台３ー１０ー３

杉田スポーツ宝くじ売店 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１７－１　プララ杉田２Ｆ

新杉田ロッタリーショップ 235-0032 神奈川県横浜市磯子区新杉田町６

金沢区 金沢文庫アピタチャンスセンター 236-0043 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１－１

金沢八景イオンチャンスセンター 236-0027 神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１

金沢ビアレチャンスセンター 236-0005 横浜市金沢区並木２－１３－１

金沢ダイクマチャンスセンター 236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東２丁目４－２９

能見台イトーヨーカドーチャンスセンター 236-0058 神奈川県横浜市金沢区能見台東３－１

みずほ銀行金沢文庫支店 236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町４２１－６

戸塚区 戸塚駅西口チャンスセンター 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町地下鉄コンコース

戸塚アピタチャンスセンター 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町７６９－１

東戸塚駅西口チャンスセンター 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町９１－８

戸塚トツカーナチャンスセンター 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１戸塚西口共同ビルＡ２０３

みずほ銀行戸塚支店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４０９１－１

みずほ銀行東戸塚支店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５４９－６

港南区 上永谷イトーヨーカドーチャンスセンター 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台１丁目１２ー１

上大岡チャンスセンター 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目１８－５

港南台駅前ボックス 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３丁目１

京急上大岡駅上りホーム売場 233-0001 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－９－１４

高島屋港南台　大黒天宝くじ 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－３

カミオラッキースクエア 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１５－１　カミオ１Ｆ

港南台チャンスセンター 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－３－１

みずほ銀行上大岡支店 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１

港北区 みずほ銀行新横浜支店 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３－１８－３

大倉山チャンスセンター 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山３－１－７

綱島イトーヨーカドーチャンスセンター 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西２丁目８ー１

日吉駅前チャンスセンター 223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉２－２－５

トレッサ横浜チャンスセンター 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００－１ほか

新横浜北口チャンスセンター 222-0033 横浜市港北区新横浜３－６－１０

北新横浜エスポットチャンスセンター 223-0057 神奈川県横浜市港北区北新横浜１－３－１６

アピタテラス横浜綱島チャンスセンター 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東４－３－１７

宝くじロトショップ　新羽駅パティオワン店 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町１６３６－１　パティオワンビル

みずほ銀行綱島支店 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東１－２－１８

みずほ銀行日吉支店 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉２－３－１

サマージャンボ及びハロウィンジャンボの宝くじ売場（平成３０年９月３日現在）



市区郡名 売場名 郵便番号 住所

サマージャンボ及びハロウィンジャンボの宝くじ売場（平成３０年９月３日現在）

神奈川区 東神奈川イオンチャンスセンター 221-0821 横浜市神奈川区富家町１

大口ピアゴチャンスセンター 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２ー３０

（資）明文堂 221-0002 神奈川県横浜市神奈川区大口通り１１ー６

六角橋バス停前売場 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川３丁目１６

反町チャンスセンター 221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町３－１７

宝くじロトハウス　第一京浜浦島町店 221-0042 神奈川県横浜市神奈川区浦島町３－１８　Ｙ’ｓ－ＦＯＵＲアライビル

瀬谷区 三ツ境ダイエーチャンスセンター 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７－１

瀬谷マルエツチャンスセンター 246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央６－２０

三ッ境チャンスセンター 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２－１

瀬谷チャンスセンター 246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央１－４瀬谷駅北口ビル

西区 みずほ銀行横浜駅前支店 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１－２－１

横浜ダイヤモンドチャンスセンター 220-0005 横浜市西区南幸１丁目４－Ｂ１

横浜ポルタチャンスセンター 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目１６　Ｂ１

地下鉄横浜チャンスセンター 220-0004 横浜市西区北幸１－７－６

横浜ポルタ第２チャンスセンター 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目１６　Ｂ１

横浜ダイヤモンドツインズチャンスセンター 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１丁目４ーＢ１

横浜西口ダイエーチャンスセンター 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸２－１６

クイーンズスクエア横浜チャンスセンター 220-6101 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３

特設横浜ポルタチャンスセンター 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２－１６　Ｂ－１

横浜銀行藤棚支店前 220-0053 神奈川県横浜市西区藤棚町１－５２

ジョイナスチャンスセンター 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－５－１　相鉄ジョイナス１階

相鉄横浜駅１階チャンスセンター 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－５－１

みずほ銀行横浜東口支店 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２－１３－２

青葉区 たまプラーザイトーヨーカドーチャンスセン 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘１丁目６ー１

青葉台駅前チャンスセンター 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１４－１

子供の国三和チャンスセンター 227-0038 神奈川県横浜市青葉区奈良１－２

藤が丘駅宝くじショップ 227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－５－２

みずほ銀行青葉台支店 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－６－１３

みずほ銀行あざみ野支店 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－１－３

みずほ銀行市が尾支店 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１０６３－１４

みずほ銀行たまプラーザ支店ボックス 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－１－１

泉区 立場イトーヨーカドーチャンスセンター 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西１－１

いずみ中央ロピアチャンスセンター 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町２０６０

宝くじ相鉄ライフいずみ野店 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町６２１４－１

緑園都市売店 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園３－１－１

中区 みずほ銀行横浜中央支店 231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町１－３－１

みずほ銀行横浜支店 231-0005 神奈川県横浜市中区本町３－３３

イセザキオデオンチャンスセンター 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町３丁目９８

関内市庁舎チャンスセンター 231-0015 横浜市中区尾上町２丁目２６

県庁交差点チャンスセンター 231-0005 横浜市中区本町１－１

伊勢佐木町チャンスセンター 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町１－３－１

野毛住宅公団前チャンスセンター 231-0064 横浜市中区野毛町２丁目８－６

本牧イオンチャンスセンター 231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原７－１

新山下島忠ホームズチャンスセンター 231-0801 神奈川県横浜市中区新山下２－１２－３４

本牧フロントチャンスセンター 231-0802 神奈川県横浜市中区小港町２丁目１００－４

ぴおシティ入り口ボックス 231-0063 横浜市中区花咲町１－４７

長者橋ボックス 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町９丁目１７５番地

根岸線関内駅北口売場 231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町１－１３

日の出町光音座前ボックス 231-0065 神奈川県横浜市中区宮川町２－５７

京急黄金町駅前ボックス 231-0054 神奈川県横浜市中区黄金町２－１０先

桜木町　大黒天宝くじ 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町１－１－７

宝くじロトハウス　石川町駅北口前店 231-0024 神奈川県横浜市中区吉浜町１－１０

宝くじロトハウス　本牧通り店 231-0849 神奈川県横浜市中区麦田町４－９９
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サマージャンボ及びハロウィンジャンボの宝くじ売場（平成３０年９月３日現在）

鶴見区 駒岡イオンチャンスセンター 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－６－１

鶴見駅西口チャンスセンター 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町７－１４

鶴見イトーヨーカドーチャンスセンター 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－１５－３０

ホームズ新川崎チャンスセンター 230-0002 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町１番６

首都高速道路大黒休憩所 230-0054 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１５

みずほ銀行鶴見支店 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－２３

京急鶴見チャンスセンター 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－２７－１

みずほ銀行鶴見駅前支店 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１５－１

都筑区 センター北駅前チャンスセンター 224-0003 神奈川県横浜市　都筑区中川中央１－１－１

港北ニュータウンチャンスセンター 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央２７－１０

ららぽーと横浜ロッタリーショップ 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１

みずほ銀行港北ニュータウン支店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央２０－１

南区 井土ヶ谷マルエツチャンスセンター 232-0053 横浜市南区井土ヶ谷下町２１５―１１

横浜別所イトーヨーカドーチャンスセンター 232-0064 神奈川県横浜市南区別所１－１４－１

弘明寺ロッタリーショップ 232-0056 神奈川県横浜市南区通町４－１１４　サンライズ２０００１Ｆ

横浜橋ロッタリーショップ 232-0021 神奈川県横浜市南区真金町１－１

南太田清水ヶ丘売場 232-0007 神奈川県横浜市南区清水ヶ丘１９９

保土ケ谷区 天王町イオンチャンスセンター 240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町３

ビーンズ保土ヶ谷チャンスセンター 240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町１－７

天王町売場 240-0003 横浜市保土ケ谷区天王町１－７－２

諸沢煙草店 240-0003 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町２丁目４５ー８

宝くじロトハウス　上星川駅店 240-0042 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川１－２－２０

緑区 鴨居ダイエーチャンスセンター 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居１－６－１

中山とうきゅうチャンスセンター 226-0011 神奈川県横浜市緑区中山町３０４ー１

長津田アピタチャンスセンター 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４－７－１

港北ＰＡ大黒天宝くじ 226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町２１６０

みずほ銀行長津田支店 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田４－１－２３

みずほ銀行鴨居支店 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居３－１－４


