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町名 取扱店名 郵便番号 住所

セブン‐イレブン千葉青葉の森南口店 260-0852 千葉市中央区青葉町1250-2

セブン－イレブン千葉青葉の森公園店 260-0852 千葉市中央区青葉町1259

セブン-イレブン千葉青葉町店 260-0852 千葉市中央区青葉町1271-2

セブンーイレブン千葉赤井町店 260-0804 千葉市中央区赤井町746-2

ローソン千葉鎌取インター店 260-0804 千葉市中央区赤井町757‐2

ファミリーマート千葉旭町店 260-0002 千葉市中央区旭町7-1

有限会社松崎酒店 260-0002 千葉市中央区旭町16-1

市場町 セブンーイレブン千葉県庁中庁舎店 260-0855 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県庁中庁舎地下1階

亥鼻２丁目 吉田商店 260-0856 千葉市中央区亥鼻2-12-13

亥鼻３丁目 ローソン千葉大医学部正門前店 260-0856 千葉市中央区亥鼻3‐1‐13

ローソンＬＴＦ蘇我駅西口店店 260-0834 千葉市中央区今井2‐4‐7

セブン－イレブン千葉今井店 260-0834 千葉市中央区今井2-12-4

ローソン千葉今井二丁目店 260-0834 千葉市中央区今井2‐18‐27

今井３丁目 ミニストップ千葉今井店 260-0834 千葉市中央区今井3-17-14

生浜市民センター 260-0813 千葉市中央区生実町67-1

ローソン千葉生実町店 260-0813 千葉市中央区生実町1548‐1

ファミリーマート千葉生実町店 260-0813 千葉市中央区生実町1732-1

セブン－イレブン千葉生実町店 260-0813 千葉市中央区生実町2516-1

春日１丁目 ローソン千葉春日一丁目店 260-0033 千葉市中央区春日1‐2‐12

セブン―イレブン西千葉駅南口店 260-0033 千葉市中央区春日2-13-10

ファミリーマート西千葉春日町店 260-0033 千葉市中央区春日2-23-6

有限会社西浦商店 260-0033 千葉市中央区春日2-25-2

ローソン西千葉駅南口店 260-0033 千葉市中央区春日2‐25‐16

川崎町 ローソンハーバーシティ蘇我店 260-0835 千葉市中央区川崎町1‐39

ファミリーマート千葉栄町南通り店 260-0016 千葉市中央区栄町1-3

セブン－イレブン千葉栄町店 260-0016 千葉市中央区栄町26ｰ4

ローソンＬＴＦ千葉栄町店 260-0016 千葉市中央区栄町31‐6

ファミリーマート千葉栄町中央店 260-0016 千葉市中央区栄町36-10 甲南ｱｾｯﾄ千葉中央ﾋﾞﾙ1階

寒川町３丁目 ローソン千葉寒川町店 260-0832 千葉市中央区寒川町3‐117

ローソン千葉塩田町店 260-0823 千葉市中央区塩田町303‐4

セブン‐イレブン千葉塩田町店 260-0823 千葉市中央区塩田町390-2

汐見丘町 ファミリーマート千葉汐見丘町店 260-0034 千葉市中央区汐見丘町23-11

春日２丁目

栄町

青葉町

赤井町

旭町

今井２丁目

中央区

生実町

塩田町
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

白旗２丁目 セブン－イレブン千葉白旗店 260-0841 千葉市中央区白旗2ｰ12ｰ13

白旗３丁目 ヤックス白旗店 260-0841 千葉市中央区白旗3-28-1 

新宿２丁目 ファミリーマート千葉新宿店 260-0021 千葉市中央区新宿2-5-13

セブン‐イレブンペリエ千葉店 260-0031 千葉市中央区新千葉1-1-1

ローソンウェストリオ千葉店 260-0031 千葉市中央区新千葉1‐4‐3

新千葉２丁目 セブンーイレブン千葉駅西口店 260-0031 千葉市中央区新千葉2-2-1

新千葉３丁目 ファミリーマート登戸小学校前店 260-0031 千葉市中央区新千葉3-3-4

ファミリーマート千葉新田町店 260-0027 千葉市中央区新田町1-1 IMI未来ﾋﾞﾙ1F

セブン－イレブン千葉新田町店 260-0027 千葉市中央区新田町16-7

デイリーヤマザキ千葉新町店 260-0028 千葉市中央区新町3-1

ローソン千葉センシティ西店店 260-0028 千葉市中央区新町17‐4

ローソン千葉センシティ前店 260-0028 千葉市中央区新町18‐10

セブン－イレブン７ＦＳそごう千葉店 260-8557 千葉市中央区新町1000

ミニストップ千葉市神明町店 260-0022 千葉市中央区神明町24-16

ローソン千葉神明町店 260-0022 千葉市中央区神明町34‐3

セブンーイレブン千葉千葉神明町店 260-0022 千葉市中央区神明町206ｰ3

末広２丁目 セブン－イレブン千葉末広店 260-0843 千葉市中央区末広2-12-8

末広３丁目 ミニストップ千葉末広３丁目店 260—0843 千葉市中央区末広3-12-3

末広４丁目 ファミリーマート千葉末広四丁目店 260-0843 千葉市中央区末広4丁目13-7

末広５丁目 ローソン千葉末広五丁目店 260-0843 千葉市中央区末広5‐5‐7

蘇我２丁目 セブン－イレブン千葉蘇我町2丁目店 260-0822 千葉市中央区蘇我2-23-15

蘇我３丁目 セブン－イレブン蘇我店 260-0822 千葉市中央区蘇我3-1-5

大巌寺町 セブン－イレブン千葉大巌寺店 260-0812 千葉市中央区大巌寺町275

内山商店 260-0844 千葉市中央区千葉寺町182

ファミリーマート千葉寺駅東店 260-0844 千葉市中央区千葉寺町904-9

セブン－イレブン千葉寺駅前店 260-0844 千葉市中央区千葉寺町1195-4

市役所前市民センター 260-0026 千葉市中央区千葉港2-1

ファミリーマート千葉みなと店 260-0026 千葉市中央区千葉港3-8

セブン‐イレブン千葉みなと駅前店 260-0026 千葉市中央区千葉港7-1

中央１丁目 ファミリーマート千葉中央一丁目店 260-0013 千葉市中央区中央1-1-9

ローソン千葉中央二丁目店 260-0013 千葉市中央区中央2‐2‐8

セブン-イレブン千葉中央２丁目店 260-0013 千葉市中央区中央2-8-2

中央区

中央２丁目

千葉寺町

新千葉１丁目

新田町

新町

神明町

千葉港
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

セブン－イレブン千葉中央３丁目店 260-0013 千葉市中央区中央3-3-8

デイリーヤマザキ千葉中央３丁目店 260-0013 千葉市中央区中央3-4-9  

中央４丁目 中央区役所 260-8733 千葉市中央区中央4-5-1

セブン－イレブン千葉中央郵便局前店 260-0024 千葉市中央区中央港1-13-1

ファミリーマート千葉みなと駅南口店 260-0024 千葉市中央区中央港1-23-22

セブン－イレブン千葉中央港1丁目店 260-0024 千葉市中央区中央港1-26-28

椿森２丁目 セブン－イレブン千葉公園駅前店 260-0042 千葉市中央区椿森2丁目4-5

鶴沢町 ファミリーマート千葉鶴沢店 260-0003 千葉市中央区鶴沢町20-24

ファミリーマート千葉出洲港店 260-0023 千葉市中央区出洲港12番23号

ローソン千葉出洲港店 260-0023 千葉市中央区出洲港14‐2

道場北２丁目 ファミリーマート千葉道場北二丁目店 260-0006 千葉市中央区道場北2-1-8

道場南１丁目 ヤックス道場店 260-0005 千葉市中央区道場南1-9-31

ローソン千葉ポートスクエア店 260-0025 千葉市中央区問屋町1‐50

セブン－イレブン千葉問屋町店 260-0025 千葉市中央区問屋町12-3

ファミリーマート千葉問屋町店 260-0025 千葉市中央区問屋町111-5

デイリーヤマザキ本千葉店 260-0854 千葉市中央区長洲1-1-10   

デイリーヤマザキ長洲一丁目店 260-0854 千葉市中央区長洲1-9-1 

ミニストップ千葉長洲店 260-0854 千葉市中央区長洲1-10-20

ファミリーマート本千葉駅東口店 260-0854 千葉市中央区長洲1-25-4

長洲２丁目 ヤックスドラッグ本千葉店 260-0854 千葉市中央区長洲2-27-4

ミニストップ千葉仁戸名店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町93-5

ローソン千葉仁戸名町店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町358‐2

セブンーイレブン千葉仁戸名店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町485-8

ファミリーマート千葉仁戸名店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町515-12

小山田商店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町559-4

喜久屋酒店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町601-16

デイリーヤマザキ千葉仁戸名町店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町601-16

セブンイレブンＫＯＹＯ千葉県がんセンター 260-0801 千葉市中央区仁戸名町666-2

森倉商店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町726

セブン－イレブン登戸店 260-0032 千葉市中央区登戸2-7-3

ローソン千葉登戸二丁目店 260-0032 千葉市中央区登戸2‐7‐15

登戸４丁目 ファミリーマート千葉登戸四丁目店 260-0032 千葉市中央区登戸4-5-9

仁戸名町

登戸２丁目

出洲港

問屋町

長洲１丁目

中央３丁目

中央港１丁目

中央区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

ローソン千葉浜野町店 260-0824 千葉市中央区浜野町745‐2

ファミリーマート千葉浜野中央店 260-0824 千葉市中央区浜野町951

セブン－イレブン浜野店 260-0824 千葉市中央区浜野町1020

セブン-イレブン千葉浜野西店 260-0824 千葉市中央区浜野町1025-256

ローソン浜野駅東口店 260-0824 千葉市中央区浜野町1404

東千葉２丁目 カワグチ東千葉店 260-0041 千葉市中央区東千葉2-1-7

ファミリーマート千葉駅東口店 260-0015 千葉市中央区富士見1-1-1

デイリーヤマザキ勝山店 260-0015 千葉市中央区富士見1-2-1

セブン－イレブン千葉富士見１丁目店 260-0015 千葉市中央区富士見1-12-1

セブン-イレブン千葉駅前大通り店 260-0015 千葉市中央区富士見2-3-1

セブンーイレブン千葉ラ・ピエール通り店 260-0015 千葉市中央区富士見2-4-3 喜楽ﾋﾞﾙ1F

ファミリーマート千葉富士見二丁目店 260-0015 千葉市中央区富士見2-5-3

セブンーイレブン千葉富士見店 260-0015 千葉市中央区富士見2-11-1

ファミリーマート千葉富士見店 260-0015 千葉市中央区富士見2丁目14-1 千葉EXﾋﾞﾙ1階

セブンーイレブン千葉富士見２丁目店 260-0015 千葉市中央区富士見2-16-1

ローソンＬＴＦ京成千葉中央駅前店 260-0015 千葉市中央区富士見2‐23‐7

セブンイレブン千葉駅北口店 260-0045 千葉市中央区弁天1-1-5

ファミリーマート千葉駅北口店 260-0045 千葉市中央区弁天1-14-7

ファミリーマート千葉弁天二丁目店 260-0045 千葉市中央区弁天2-1-10

セブンーイレブン弁天町店 260-0045 千葉市中央区弁天2-16-16

弁天４丁目 セブン－イレブン千葉弁天４丁目店 260-0045 千葉市中央区弁天4-11

セブンーイレブン千葉星久喜東店 260-0808 千葉市中央区星久喜町577ｰ6

ローソン千葉星久喜町店 260-0808 千葉市中央区星久喜町889‐1

ミニストップ千葉星久喜店 260-0808 千葉市中央区星久喜町904

ファミリーマート千葉松ヶ丘店 260-0808 千葉市中央区星久喜町1192-1

セブンーイレブン千葉中央駅東口店 260-0014 千葉市中央区本千葉町7-2

ローソン本千葉店 260-0014 千葉市中央区本千葉町8‐15

ファミリーマート千葉中央駅店 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1

ファミリーマート千葉本町二丁目店 260-0012 千葉市中央区本町二丁目2-13

安藤酒店 260-0012 千葉市中央区本町2-9-11

本町３丁目 セブンーイレブン千葉本町店 260-0012 千葉市中央区本町3-4-3

松ケ丘町 松ヶ丘市民センター 260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町257-2

松波２丁目 セブンイレブン西千葉本通り店 260-0044 千葉市中央区松波2-8-5

松波３丁目 セブン-イレブン千葉松波店 260-0044 千葉市中央区松波3-3-2

富士見２丁目

本千葉町

本町２丁目

浜野町

富士見１丁目

中央区

弁天１丁目

弁天２丁目

星久喜町
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

ローソン千葉南生実町店 260-0814 千葉市中央区南生実町378‐1

セブン-イレブン千葉南生実町店 260-0814 千葉市中央区南生実町735-1

ファミリーマート南生実町店 260-0814 千葉市中央区南生実町755-5

南町 ローソンＬＴＦ蘇我駅東口店 260-0842 千葉市中央区南町2‐10

デイリーヤマザキ蘇我駅前店 260-0842 千葉市中央区南町2-11-1 

セブン－イレブン蘇我駅前店 260-0842 千葉市中央区南町2-16-1

ファミリーマート千葉南町三丁目店 260-0842 千葉市中央区南町3-7-12

マルエツ蘇我南町店 260-0842 千葉市中央区南町3-16-26

都町１丁目 セブン‐イレブン千葉都町１丁目店 260-0001 千葉市中央区都町1-27-6

ミニストップ千葉都公園前店 260-0001 千葉市中央区都町2-2ｰ10

ヤックスドラッグ千葉都町店 260-0001 千葉市中央区都町2-22-21

セブン－イレブン千葉都町２丁目店 260-0001 千葉市中央区都町2-27-11

都町３丁目 ファミリーマート千葉都町三丁目店 260-0001 千葉市中央区都町3-22-9

都町５丁目 セブン－イレブン千葉都町東店 260-0001 千葉市中央区都町5-25-17

都町６丁目 セブン－イレブン千葉都町店 260-0001 千葉市中央区都町6-18-1

都町７丁目 ローソン千葉都町店 260-0001 千葉市中央区都町7-1-1

都町８丁目 ミニストップ千葉都町店 261-0001 千葉市中央区都町8-2-37

曽根商店 260-0806 千葉市中央区宮崎1-11-1

セブン－イレブン千葉宮崎１丁目店 260-0806 千葉市中央区宮崎1-18-38

宮崎２丁目 ファミリーマート千葉宮崎店 260-0806 千葉市中央区宮崎2-7-2

セブン－イレブン千葉宮崎町中央店 260-0805 千葉市中央区宮崎町484-1

セブン－イレブン千葉宮崎町店 260-0805 千葉市中央区宮崎町530

ローソン千葉宮崎町店 260-0805 千葉市中央区宮崎町700‐1

セブン-イレブン千葉村田町店 260-0825 千葉市中央区村田町1-1

ローソンＬＴＦ浜野駅前店 260-0825 千葉市中央区村田町715

デイリーヤマザキ千葉村田町店 260-0825 千葉県千葉市中央区村田町893-196

セブン―イレブン千葉浜野東店 260-0825 千葉市中央区村田町1109

矢作町 ファミリーマート千葉矢作町店 260-0851 千葉市中央区矢作町152-1

祐光１丁目 ファミリーマート千葉祐光一丁目店 260-0007 千葉市中央区祐光1丁目1-6

セブン－イレブン千葉祐光２丁目店 260-0007 千葉市中央区祐光2-13-7

ローソン千葉祐光二丁目店 260-0007 千葉市中央区祐光2‐1000‐3

祐光３丁目 ファミリーマート千葉祐光三丁目店 260-0007 千葉市中央区祐光3-1594-2

祐光４丁目 ローソン千葉祐光四丁目店 260-0007 千葉市中央区祐光4‐17‐9

宮崎１丁目

宮崎町

南生実町

南町２丁目

中央区

村田町

祐光２丁目

南町３丁目

都町２丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

朝日ケ丘１丁目 マルエツ宮野木店 262-0019 千葉市花見川区朝日ヶ丘1-28-9

セブンーイレブン千葉朝日ケ丘３丁目店 262-0019 千葉市花見川区朝日ｹ丘3-5-3

有限会社小川總業 262-0019 千葉市花見川区朝日ヶ丘町3-6-8

ローソン千葉朝日ケ丘五丁目店 262-0019 千葉市花見川区朝日ｹ丘5‐28‐65

セブン－イレブン千葉畑町店 262-0019 千葉市花見川区朝日ヶ丘5-32-25

セブン-イレブン千葉天戸台店 262-0043 千葉市花見川区天戸町1040-4

ローソン千葉花島公園前店 262-0043 千葉市花見川区天戸町1331‐1

ファミリーマート千葉天戸町店 262-0043 千葉市花見川区天戸町1462-3

ローソン千葉天戸町店 262-0043 千葉市花見川区天戸町1540‐3

宇那谷町 ファミリーマート千葉宇那谷町店 262-0003 千葉市花見川区宇那谷町1697-4

セブン－イレブン千葉柏井町店 262-0041 千葉市花見川区柏井町1551-9

ファミリーマート千葉柏井町店 262-0041 千葉市花見川区柏井町1575-1

柏井１丁目 セブンーイレブン千葉柏井１丁目店 262-0048 千葉市花見川区柏井1丁目37-20

ミニストップ検見川２丁目店 262-0023 千葉市花見川区検見川町2丁目204番1

半七酒店 262-0023 千葉市花見川区検見川町2-57

検見川町３丁目 ローソン千葉検見川町三丁目店 262-0023 千葉市花見川区検見川町3‐313‐42

ファミリーマート千葉検見川五丁目店 262-0023 千葉市花見川区検見川町5-1-1

小島商店 262-0023 千葉市花見川区検見川町5-308

ローソン千葉犢橋町店 262-0013 千葉市花見川区犢橋町69‐7

犢橋市民センター 262-0013 千葉市花見川区犢橋町162-1

セブン－イレブン千葉花見川消防署前店 262-0013 千葉市花見川区犢橋町557

セブン－イレブン千葉さつきが丘団地北店 262-0013 千葉市花見川区犢橋町1122-1

セブン－イレブン千葉鉄工団地店 262-0013 千葉市花見川区犢橋町1627-1

ローソンＬＴＦ千葉こてはし店 262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629‐1

ミニストップ千葉北高校前店 262-0013 千葉市花見川区犢橋町2192-3

こてはし台５丁目 カワグチSCこてはし中央店 262-0005 千葉市花見川区こてはし台5-1-17

作新台２丁目 ローソン千葉作新台二丁目店 262-0045 千葉市花見川区作新台2‐1‐16

作新台４丁目 セブン-イレブン千葉作新台４丁目店 262-0045 千葉市花見川区作新台4-6-24

コープ花見川店 262-0045 千葉市花見川区作新台6-9-1

ケーヨーデイツー花見川店 262-0045 千葉市花見川区作新台6-17-22

セブン－イレブン千葉さつきが丘店 262-0014 千葉市花見川区さつきが丘1-28-1

さつきが丘市民センター 262-0014 千葉市花見川区さつきが丘1-32

検見川町２丁目

作新台６丁目

検見川町５丁目

犢橋町

朝日ケ丘３丁目

朝日ケ丘５丁目

天戸町

柏井町

花見川区

さつきが丘１丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

ファミリーマート千葉三角町店 262-0011 千葉市花見川区三角町657-2

デイリーヤマザキ千葉三角町店 262-0011 千葉市花見川区三角町141

ミニストップ千葉三角町店 262-0011 千葉市花見川区三角町679-1

セブン－イレブン千葉大日町店 262-0004 千葉市花見川区大日町1381-1

セブン‐イレブン千葉大日町南店 262-0004 千葉市花見川区大日町1586-2

千葉みらい農業協同組合千葉西部営農センター 262-0031 千葉市花見川区武石町1-136

ファミリーマート武石インター店 262-0031 千葉市花見川区武石町1-236-2

セブン－イレブン北幕張店 262-0031 千葉市花見川区武石町1-576

有限会社リカーショップ太田商店 262-0031 千葉市花見川区武石町1-1161

武石町２丁目 ファミリーマート千葉武石町店 262-0031 千葉市花見川区武石町2-1053

ファミリーマート千葉千種町店 262-0012 千葉市花見川区千種町81

ヤックスドラッグ千種店 262-0012 千葉市花見川区千種町249

セブン－イレブン千種店 262-0012 千葉市花見川区千種町253-6

カワグチこてはし南店 262-0012 千葉市花見川区千種町333-1

ミニストップ千葉千種町店 262-0012 千葉市花見川区千種町346-10

長作町 ファミリーマート千葉長作町店 262-0044 千葉市花見川区長作町1310-1

畑町 ファミリーマート花見川畑町店 262-0018 千葉市花見川区畑町587-1

チャーミー花見川店 262-0042 千葉市花見川区花島町386-2

有限会社柳沢酒店 262-0042 千葉市花見川区花島町430-22

セブンーイレブン千葉花島町店 262-0042 千葉市花見川区花島町480-3

花園町 有限会社船橋屋 262-0021 千葉市花見川区花園町46-1

セブン－イレブン花園店 262-0025 千葉市花見川区花園1-20-16

ファミリーマート新検見川駅前店 262-0025 千葉市花見川区花園1-8-20

ヤックスドラッグ新検見川店 262-0025 千葉市花見川区花園2-1-25

飴安花園店 262-0025 千葉市花見川区花園2-11-14

セブン―イレブン千葉花園３丁目店 262-0025 千葉市花見川区花園3-19-10

ファミリーマート千葉花園店 262-0025 千葉市花見川区花園3-3-9

花見川 花見川市民センター 262-0046 千葉市花見川区花見川3-31-102

セブン－イレブン幕張店 262-0032 千葉市花見川区幕張町1ｰ1341

ファミリーマート幕張町店 262-0032 千葉市花見川区幕張町1丁目7780-3

有限会社相川酒店 262-0032 千葉市花見川区幕張町2-914

ファミリーマートＰａｓａｒ幕張上り店 262-0032 千葉市花見川区幕張町2-2621

幕張町４丁目 ローソン幕張駅西店 262-0032 千葉市花見川区幕張町4‐614‐5

千種町

花島町

幕張町１丁目

三角町

大日町

武石町１丁目

花見川区

花園３丁目

花園１丁目

花園２丁目

幕張町２丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

セブン―イレブン幕張駅前店 262-0032 千葉市花見川区幕張町5-148-1

セブン－イレブン向原店 262-0032 千葉市花見川区幕張町5-408

セブン－イレブン幕張５丁目店 262-0032 千葉市花見川区幕張町5ｰ417ｰ28

幕張食品株式会社 262-0032 千葉市花見川区幕張町5-476

ローソン幕張駅南店 262-0032 千葉市花見川区幕張町5‐484‐1

幕張町６丁目 ローソンＬＴＦ幕張駅北口店 262-0032 千葉市花見川区幕張町6‐128‐3

ファミリーマート京成幕張本郷駅店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1-1-3

ローソン千葉幕張本郷駅前店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1‐3‐5

ミニストップメイプルイン幕張店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1-12-1

セブン－イレブン幕張本郷駅前店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1ｰ13ｰ2

ファミリーマート幕張本郷一丁目店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1-36-1

ローソン幕張本郷二丁目店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2‐6‐16

幕張本郷市民センター 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-19-33

幕張本郷３丁目 ファミリーマート幕張本郷三丁目店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷3-10-18

幕張本郷６丁目 セブン－イレブン千葉幕張本郷店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷6ｰ24ｰ31

ファミリーマート幕張本郷七丁目店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷7-4-29

セブンイレブン千葉幕張本郷７丁目店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷7-12-16

ファミリーマート幕張本郷店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷7-20-3

マイショップキャプテンズ 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷7-41-25

瑞穂１丁目 花見川区役所 262-8733 千葉市花見川区瑞穂1-1

瑞穂３丁目 セブン－イレブン千葉瑞穂の杜店 262-0026 千葉市花見川区瑞穂3-1-3

南花園２丁目 セブンーイレブン新検見川店 262-0022 千葉市花見川区南花園2-2-18

み春野１丁目 ローソンＬＴＦみ春野店 262-0007 千葉市花見川区み春野1‐5‐6

ミニストップ千葉横戸町町店 262-0001 千葉市花見川区横戸町1132-1-2

ローソン千葉横戸町店 262-0001 千葉市花見川区横戸町1293‐2

幕張本郷１丁目

幕張本郷２丁目

花見川区

幕張本郷７丁目

横戸町

幕張町５丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

穴川１丁目 ファミリーマート稲毛穴川一丁目店 263-0024 千葉市稲毛区穴川1-7-1

穴川２丁目 セブン‐イレブン千葉穴川２丁目店 263-0024 千葉市稲毛区穴川2-12-8

穴川３丁目 ミニストップ穴川店 265-0026 千葉市稲毛区穴川3-5-4

穴川４丁目 稲毛区役所 263-8733 千葉市稲毛区穴川4-12-1

あやめ台１丁目 大矢商店 263-0052 千葉市稲毛区あやめ台1-14-104

稲丘町 ファミリーマート千葉稲丘町店 263-0033 千葉市稲毛区稲丘町35-2

稲毛３丁目 ミニストップ京成稲毛駅前店 263-0034 千葉市稲毛区稲毛3-1-15

ローソン千葉稲毛町店 263-0035 千葉市稲毛区稲毛町5‐194‐1

セブン－イレブン検見川東店 263-0035 千葉市稲毛区稲毛町5-340-8

有限会社和可松観光 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東1-10-14

セブン－イレブン稲毛東店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東1-11-7

稲毛東２丁目 セブン‐イレブン京成稲毛駅前店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東2-4-8

ファミリーマート稲毛東三丁目店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3-15-5

大越商店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3-16-2

ミニストップ稲毛東３丁目店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3-17-10

セブン‐イレブン稲毛駅西口店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3-19-21

稲毛東４丁目 ローソンＳウェリス稲毛店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東4‐5‐1

黒砂台１丁目 ファミリーマート千葉黒砂台一丁目店 263-0041 千葉市稲毛区黒砂台1丁目11-4

黒砂台３丁目 ファミリーマート千葉大学前店 263-0041 千葉市稲毛区黒砂台3-1-4

セブンーイレブン千葉稲毛駅前店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台2丁目2-2

ミニストップ稲毛駅東口店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台2-2-9

セブン‐イレブン稲毛駅東口店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台2-4-12

ファミリーマート多田屋稲毛店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台2-6-1

ローソン稲毛駅東口通店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台2‐7‐8

小仲台４丁目 セブン―イレブン千葉小仲台４丁目店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台4-6-7

小仲台６丁目 ローソン稲毛小仲台店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台6‐4‐27

小仲台７丁目 マルエツ稲毛店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台7-2-1

セブン－イレブン千葉北小仲台店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台8-18-1

みき屋酒店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台8-27-1

小仲台９丁目 ファミリーマート稲毛小仲台九丁目店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台9-806-1

セブン－イレブン千葉小中台町店 263-0044 千葉市稲毛区小中台町482-11

ファミリーマート稲毛小中台町店 263-0044 千葉市稲毛区小中台町1512-4

稲毛東１丁目

小中台町

稲毛東３丁目

小仲台２丁目

小仲台２丁目

小仲台８丁目

稲毛区

稲毛町５丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

セブン‐イレブン千葉小深町店 263-0003 千葉市稲毛区小深町14

ケーヨーデイツー小深店 263-0003 千葉市稲毛区小深町33

ファミリーマート千葉小深町店 263-0003 千葉市稲毛区小深町48-1

作草部１丁目 セブンーイレブン千葉作草部店 263-0015 千葉市稲毛区作草部1-4-16

セブンーイレブン千葉作草部町店 263-0014 千葉市稲毛区作草部町471-1

ローソン千葉作草部店 263-0014 千葉市稲毛区作草部町605‐5

ローソン稲毛作草部店 263-0014 千葉市稲毛区作草部町1251‐1

セブン-イレブン千葉穴川インター店 263-0014 千葉市稲毛区作草部町1287-3

セブン－イレブン千葉山王町北店 263-0002 千葉市稲毛区山王町47ｰ1

ヤックスドラッグ千葉山王店 263-0002 千葉市稲毛区山王町48-2

ファミリーマート稲毛山王店 263-0002 千葉市稲毛区山王町151-3

セブンーイレブン千葉山王店 263-0002 千葉市稲毛区山王町270-1

ファミリーマート千葉山王町店 263-0002 千葉市稲毛区山王町247

ローソン稲毛山王店 263-0002 千葉市稲毛区山王町336‐2

セブンーイレブン千葉山王町東店 263-0002 千葉市稲毛区山王町412-4

デイリーヤマザキ千葉園生店 263-0051 千葉市稲毛区園生町140-1  

セブン－イレブン千葉園生町店 263-0051 千葉市稲毛区園生町388-8

セブンイレブン千葉草野店 263-0051 千葉市稲毛区園生町406-33

デイリーヤマザキ千葉スポーツセンター店 263-0051 千葉市稲毛区園生町 418-1     

ファミリーマート稲毛園生町南店 263-0051 千葉市稲毛区園生町487番70

セブン－イレブン千葉園生町南店 263-0051 千葉市稲毛区園生町568-1

セブンイレブン千葉園生団地前店 263-0051 千葉市稲毛区園生町1176-1

須賀商店 263-0051 千葉市稲毛区園生町1223-1

天台４丁目 セブン－イレブン千葉天台４丁目店 263-0016 千葉市稲毛区天台4-7-5

天台５丁目 ファミリーマート千葉天台店 263-0016 千葉市稲毛区天台5丁目23-17

轟町１丁目 ファミリーマート千葉轟町一丁目店 263-0021 千葉市稲毛区轟町1丁目5番1号

轟町２丁目 ミニストップ千葉轟町店 263-0021 千葉市稲毛区轟町2-2-9

轟町５丁目 セブン－イレブン千葉天台駅前店 263-0021 千葉市稲毛区轟町5丁目5番31

セブン－イレブン千葉柏台店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町286-1

ローソン稲毛長沼町店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町301‐3

ファミリーマート稲毛長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町337番6

ローソンＬＴＦ稲毛長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町355‐1

セブン－イレブン千葉北高校前店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町500-1

山王町

園生町

長沼町

小深町

作草部町

稲毛区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

デイリーヤマザキ千葉長沼原町店 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町340-1   

ローソン千葉北インター店 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町342‐3

ファミリーマート千葉長沼原店 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町716番地1

デイリーヤマザキフレスポ稲毛店 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町731-17

緑町 ミニストップみどり台駅前店 263-0023 千葉市稲毛区緑町2-16-5

セブン－イレブン千葉宮野木店 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町1066-2

ケーヨーデイツー宮野木店 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町2148-2

弥生町 ファミリーマート西千葉駅前店 263-0022 千葉市稲毛区弥生町2-21

六方町 山王市民センター 263-0004 千葉市稲毛区六方町55-29

長沼原町

宮野木町

稲毛区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

愛生町 セブン－イレブン千葉愛生町店 264-0031 千葉市若葉区愛生町41-1

大草町 ファミリーマート千葉大草町店 264-0011 千葉市若葉区大草町7番1

大宮台７丁目 ヤックスドラッグ大宮台店 264-0015 千葉市若葉区大宮台7-3208-6

ファミリーマート千葉大宮インター店 264-0016 千葉市若葉区大宮町2119-1

セブンーイレブン千葉大宮台３丁目店 264-0016 千葉市若葉区大宮町2140-2

小倉台３丁目 デイリーヤマザキ小倉台３丁目店 264-0006 千葉市若葉区小倉台3-1-2

セブン－イレブン千葉小倉南店 264-0007 千葉市若葉区小倉町776-1

ファミリーマート千葉小倉町店 264-0007 千葉市若葉区小倉町781番1

セブン－イレブン千葉小倉東店 264-0007 千葉市若葉区小倉町1308-1

御成台１丁目 ファミリーマート千葉御成台店 265-0077 千葉市若葉区御成台1丁目14-9

貝塚町 ファミリーマート千葉貝塚店 264-0023 千葉市若葉区貝塚町1107-2

金親町 ファミリーマート千葉金親町 264-0001 千葉市若葉区金親町243-5

北谷津町 セブン－イレブン千葉北谷津店 265-0067 千葉市若葉区北谷津町331-2
御殿町 セブン－イレブン千葉御殿町店 265-0074 千葉市若葉区御殿町2542-2

セブン－イレブン千葉坂月町店 264-0012 千葉市若葉区坂月町209-1

ローソン千葉坂月市民の森前店 264-0012 千葉市若葉区坂月町334‐6

ローソン千葉桜木一丁目店 264-0028 千葉市若葉区桜木1‐24‐3

センター石井 264-0028 千葉市若葉区桜木1-29-2

桜木２丁目 セブン－イレブン千葉桜木２丁目店 264-0028 千葉市若葉区桜木2-16-1

セブンーイレブン千葉桜木町店 264-0028 千葉市若葉区桜木5丁目9番22号

高麗酒店 264-0028 千葉市若葉区桜木5-13-1

セブン－イレブン千葉桜木町北店 264-0028 千葉市若葉区桜木6丁目1番15号

ミニストップ千葉桜木６丁目店 264-0028 千葉市若葉区桜木6丁目19-60

桜木８丁目 セブン－イレブン千葉桜木8丁目店 264-0028 千葉市若葉区桜木8-29-1

桜木北１丁目 ローソン千葉桜木北一丁目店 264-0029 千葉市若葉区桜木北1‐4‐16

若葉区役所 264-8733 千葉市若葉区桜木北2-1-1

セブンイレブン千葉桜木北２丁目店 264-0029 千葉市若葉区桜木北2-27-6

桜木北３丁目 ローソン若葉北通店 264-0029 千葉市若葉区桜木北3‐4‐60

ファミリーマート千葉更科町店 265-0073 千葉県千葉市若葉区更科町2019番1

千葉みらい農業協同組合千葉東部営農センター 265-0073 千葉市若葉区更科町2092

佐和町 デイリーヤマザキ千葉高根町店 265-0065 千葉市若葉区佐和町214-1

高品町 セブン－イレブン千葉高品町店 264-0024 千葉市若葉区高品町1586-1

高根町 泉市民センター 265-0061 千葉市若葉区高根町963-4

桜木北２丁目

更科町

桜木６丁目

大宮町

小倉町

坂月町

若葉区

桜木５丁目

桜木１丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

千城台北１丁目 ローソン千葉千城台北店 264-0005 千葉市若葉区千城台北1‐28‐1

千城台市民センター 264-0004 千葉市若葉区千城台西2-1-1

ヤックスドラッグ千城台店 264-0004 千葉市若葉区千城台西2-1-3

都賀２丁目 セブン－イレブン千葉都賀２丁目店 264-0025 千葉市若葉区都賀2丁目10番2

デイリーヤマザキ都賀駅前店 264-0025 千葉市若葉区都賀3-5-1 

ローソンＬＴＦ都賀駅前店 264-0025 千葉市若葉区都賀3‐14‐5

マルエツ新都賀店 264-0025 千葉市若菜区都賀3-20-15

都賀５丁目 セブン-イレブン都賀店　 264-0025 千葉市若葉区都賀5-20-1

セブンーイレブン千葉殿台町店 264-0036 千葉県千葉市若葉区殿台町106

ローソン千葉みつわ台大通店 264-0036 千葉県千葉市若葉区殿台町327‐1

セブンーイレブン千葉宮田店 265-0043 千葉市若葉区中田町1120

ファミリーマート千葉中田町店 265-0043 千葉市若葉区中田町1161-1

西都賀１丁目 ローソン千葉西都賀店 264-0026 千葉市若葉区西都賀1‐17‐23

西都賀３丁目 デイリーヤマザキ都賀駅西口店 264-0026 千葉市若葉区西都賀3-8-7

ローソン千葉東寺山町店 264-0035 千葉市若葉区東寺山町403‐1

コープ東寺山店 264-0035 千葉市若葉区東寺山町422-1

セブンイレブン千葉東寺山町店 264-0035 千葉市若葉区東寺山町824

みつわ台２丁目 セブン－イレブン千葉みつわ台店 264-0032 千葉市若葉区みつわ台2-10-23

ファミリーマート千葉みつわ台五丁目店 264-0032 千葉市若葉区みつわ台5-12-14

ミニストップ千葉みつわ台店 264-0032 千葉市若葉区みつわ台5-30-7

谷当町 セブン-イレブン千葉谷当町店 265-0072 千葉市若葉区谷当町1084-1

若松台２丁目 旭屋酒店 264-0027 千葉市若葉区若松台2-4-1

セブン－イレブン千葉若松北店 264-0021 千葉市若葉区若松町64-1

セブンイレブン千葉御成街道若松店 264-0021 千葉市若葉区若松町410-1

ファミリーマート千葉若松御成街道店 264-0021 千葉市若葉区若松町431番20

セブン－イレブン千葉若松町店 264-0021 千葉市若葉区若松町531-40

ローソンＬＴＦ千葉若松町西店 264-0021 千葉市若葉区若松町531‐583

ファミリーマート千葉愛生町店 264-0021 千葉市若葉区若松町717-4

セブンーイレブン千葉みつわ台北店 264-0021 千葉市若葉区若松町717-15

ヤックスドラッグ若松店 264-0021 千葉市若葉区若松町895

ファミリーマート若葉若松町店 264-0021 千葉市若葉区若松町951-16

セブン―イレブン千葉若葉北通り店 264-0021 千葉市若葉区若松町2087-4

ファミリーマート千葉若松町店 264-0021 千葉市若葉区若松町2092-9

セブン－イレブン千葉小倉町店 264-0021 千葉市若葉区若松町2375番5

若松町

千城台西２丁目

みつわ台５丁目

若葉区

殿台町

中田町

東寺山町

都賀３丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

セブン－イレブン千葉土気駅前店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘1-19-8

セブンーイレブン千葉あすみが丘１丁目店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘1丁目44-2

ファミリーマート千葉あすみが丘店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘1丁目20番4

ローソン千葉あすみが丘四丁目店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘4‐2‐4

ヤックスドラッグ土気店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘4-19-3

あすみが丘８丁目 ローソン千葉あすみが丘八丁目店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘8‐13‐29

あすみが丘９丁目 ファミリーマート千葉あすみが丘九丁目店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘9-1-1

あすみが丘東１丁目 セブン－イレブン千葉あすみが丘東店 267-0067 千葉市緑区あすみが丘東1-19-2

あすみが丘東２丁目 ミニストップあすみが丘東店 267-0067 千葉市緑区あすみが丘東2-1-1

あすみが丘東５丁目 株式会社トウズ千葉土気店 267-0067 千葉市緑区あすみが丘東5-1-4

越智町 ファミリーマート千葉越智町店 267-0055 千葉市緑区越智町747-31

おゆみ野１丁目 ファミリーマートおゆみ野一丁目店 266-0031 千葉市緑区おゆみ野1丁目28番1

おゆみ野２丁目 セブン－イレブン千葉鎌取駅前店 266-0031 千葉市緑区おゆみ野2-4-10

セブン－イレブン千葉おゆみ野３丁目店 266-0031 千葉市緑区おゆみ野3ｰ14ｰ3

緑区役所 266-8733 千葉市緑区おゆみ野3-15-3

ローソンＬＴＦ千葉おゆみ野五丁目店 266-0031 千葉市緑区おゆみ野5‐12‐1

ファミリーマート千葉おゆみ野五丁目店 266-0031 千葉市緑区おゆみ野5丁目29番10号

おゆみ野中央１丁目 セブン－イレブン千葉おゆみ野中央１丁目店 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央1-19-6

おゆみ野中央４丁目 ローソン千葉おゆみ野中央四丁目店 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央4‐24‐7

おゆみ野中央７丁目 ファミリーマートおゆみ野中央七丁目店 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央7丁目37-1

おゆみ野中央８丁目 セブン－イレブン千葉おゆみ野中央８丁目店 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央8-22-3

セブン－イレブン千葉おゆみ野南2丁目店 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南2-3-7

ローソン千葉おゆみ野南二丁目店 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南2‐22‐1

セブン－イレブン千葉小金沢坂下店 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南2-34-1

おゆみ野南５丁目 セブンーイレブン千葉おゆみ野南５丁目店 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南5-1-5

ケーヨーデイツー鎌取店 266-0011 千葉市緑区鎌取町273-2

セブン－イレブン千葉鎌取町店 266-0011 千葉市緑区鎌取町273-23

デイリーヤマザキ鎌取駅前店 266-0011 千葉市緑区鎌取町787-6      

ヤックスドラッグ鎌取店 266-0011 千葉市緑区鎌取町114-30

ファミリーマート千葉高田町店 266-0003 千葉市緑区高田町402-16

セブン-イレブン千葉高田町店 266-0003 千葉市緑区高田町1078番1

デイリーヤマザキ千葉高田町店 266-0003 千葉市緑区高田町2296-33             

高田町

おゆみ野南２丁目

鎌取町

おゆみ野３丁目

緑区

おゆみ野５丁目

あすみが丘１丁目

あすみが丘４丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

千葉みらい農業協同組合千葉南部営農センター 267-0061 千葉市緑区土気町1515-5

セブン-イレブン千葉土気町店 267-0061 千葉市緑区土気町1516-4

土気市民センター 267-0061 千葉市緑区土気町1634

ローソン千葉土気町店 267-0061 千葉市緑区土気町1712‐22

平川町 ファミリーマート千葉平川町 266-0004 千葉市緑区平川町2330番地1

古市場町 セブン－イレブン千葉古市場店 266-0026 千葉市緑区古市場町419-1

ローソン千葉誉田店 266-0005 千葉市緑区誉田町1‐139‐3

セブン-イレブン千葉誉田1丁目店 266-0005 千葉市緑区誉田町1-789-6

誉田市民センター 266-0005 千葉市緑区誉田町1-789-49

セブン―イレブン千葉誉田駅前店 266-0005 千葉市緑区誉田町2丁目7-8

セブン－イレブン千葉誉田2丁目店 266-0005 千葉市緑区誉田町2丁目21番242

ファミリーマート千葉誉田駅前店 266-0005 千葉市緑区誉田町2丁目23番地

茂呂町 ファミリーマート千葉茂呂町店 266-0023 千葉市緑区茂呂町398-1

誉田町２丁目

誉田町１丁目

土気町

緑区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

磯辺４丁目 セブン－イレブン検見川浜店 261-0012 千葉市美浜区磯辺4ｰ3ｰ3

ヤオコー検見川浜店 261-0012 千葉市美浜区磯辺5-1-1

ローソン千葉磯辺五丁目店 261-0012 千葉市美浜区磯辺5‐14‐3

デイリーヤマザキ検見川浜駅前店 261-0012 千葉市美浜区磯辺5-54-1 

打瀬１丁目 リンコスベイタウン店 261-0013 千葉市美浜区打瀬1-2-1

ファミリーマート幕張ベイタウン店 261-0013 千葉市美浜区打瀬2-3ﾊﾟﾃｨｵｽ2番街

デイリーヤマザキ美浜プロムナード店 261-0013 千葉市美浜区打瀬2-11ﾊﾟﾃｨｵｽ6番街3号 

ローソン千葉幸町店 261-0001 千葉市美浜区幸町1‐2‐9

ファミリーマート千葉幸町一丁目店 261-0001 千葉市美浜区幸町1-11-9

ヤックスドラッグ千葉みなと店 261-0001 千葉市美浜区幸町1-12-5

セブン－イレブン千葉幸町店 261-0001 千葉市美浜区幸町1丁目15-1

セブン-イレブン千葉幸町団地店 261-0001 千葉市美浜区幸町2丁目1番25号

ミニストップ千葉幸町店 261-0001 千葉市美浜区幸町2-19-30

ファミリーマート千葉幸町二丁目店 261-0001 千葉市美浜区幸町2-21-1

マルエツ千葉幸町店 261-0001 千葉市美浜区幸町2-23-1

鈴正米穀 261-0001 千葉市美浜区幸町2-23-1

セブン－イレブン千葉幸町二丁目店 261-0001 千葉市美浜区幸町2ｰ24ｰ43

デイリーヤマザキ美浜新港店 261-0002 千葉市美浜区新港26-1

セブンイレブン千葉新港東店 261-0002 千葉市美浜区新港42-1

セブンーイレブン千葉新港北店 261-0002 千葉市美浜区新港87-3

ファミリーマート美浜ニューポート店 261-0002 千葉市美浜区新港137

ミニストップ千葉新港店 261-0002 千葉市美浜区新港167

セブン－イレブン千葉新港店 261-0002 千葉市美浜区新港219-3

セブン－イレブン千葉高洲１丁目店 261-0004 千葉市美浜区高洲1丁目1-33

セブン－イレブン千葉稲毛海岸駅前店 261-0004 千葉市美浜区高洲1丁目23番2号

ミニストップ高洲２丁目店 261-0004 千葉市美浜区高洲2-3-13

ファミリーマート高洲二丁目店 261-0004 千葉市美浜区高洲2-3-15

ファミリーマート稲毛海岸駅前店 261-0004 千葉市美浜区高洲3-10-1ｻﾝﾌﾗﾜｰﾋﾞﾚｯｼﾞ稲毛海岸

セブン－イレブン千葉高洲３丁目店 261-0004 千葉市美浜区高洲3-14-6

ローソン千葉高洲三丁目店 261-0004 千葉市美浜区高洲3‐23‐2

高洲４丁目 ローソンウェルキャビン稲毛海岸店 261-0004 千葉市美浜区高洲4‐5‐15

高浜３丁目 ローソン稲毛海浜公園店 261-0003 千葉市美浜区高浜3‐6‐1

高洲１丁目

高洲２丁目

高洲３丁目

新港

打瀬２丁目

幸町１丁目

幸町２丁目

磯辺５丁目

美浜区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

セブン－イレブン千葉高浜店 261-0003 千葉市美浜区高浜4丁目1番4号

セブンーイレブン千葉高浜４丁目店 261-0003 千葉市美浜区高浜4丁目11-1

ソーヨー 261-0003 千葉市美浜区高浜4-12-2

豊砂 ミニストップイオンモール幕張店 261-0024 千葉市美浜区豊砂1-8ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ﾍﾟｯﾄﾓｰﾙ2階

ローソンH幕張テクノガーデン店 261-0023 千葉市美浜区中瀬1‐3‐F‐1‐1

ファミリーマート幕張テクノガーデン店 261-0023 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝD棟2F

ファミリーマート海浜幕張駅北口店 261-0023 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝF棟1F

ミニストップイオンタワーアネックス店 261-0023 千葉市美浜区中瀬1丁目4番

ミニストップイオンタワー店 261-0023 千葉市美浜区中瀬1-5-1

ミニストップｍベイポイント幕張店 261-0023 千葉市美浜区中瀬1-6 mﾍﾞｲﾎﾟｲﾝﾄ幕張ﾋﾞﾙ16階

ファミリーマート幕張住友ビル店 261-0023 千葉市美浜区中瀬1-7-1

ニューヤマザキデイリーストア幕張メッセ店 261-0023 千葉市美浜区中瀬2-1 

デイリーヤマザキ幕張メッセⅡ店 261-0023 千葉市美浜区中瀬2-2

ローソンH幕張ビジネスガーデン店 261-0023 千葉市美浜区中瀬2‐6

セブン－イレブンワールドビジネスガーデン店 261-7101 千葉市美浜区中瀬2-6

浜田１丁目 ローソン幕張コロンブス店 261-0025 千葉市美浜区浜田1‐3‐170

浜田２丁目 ローソン幕張免許センター店 261-0025 千葉市美浜区浜田2‐18

セブン－イレブン千葉海浜幕張駅前店 261-0021 千葉市美浜区ひび野1-9

ファミリーマート幕張アミューズモール店 261-0021 千葉市美浜区ひび野1丁目8

セブン‐イレブンaune海浜幕張店 261-0021 千葉市美浜区ひび野1-14

ミニストップＱＶＣスクエア店 261-0021 千葉市美浜区ひび野2丁目1番地1

ミニストッププレナ幕張店 261-0021 千葉市美浜区ひび野2-4

ミニストップ幕張スカイウェイ店 261-0021 千葉市美浜区ひび野2-4 ﾌﾟﾚﾅ幕張2階

ミニストップペリエ海浜幕張店 261-0021 千葉市美浜区ひび野2-110

幕張西１丁目 スーパーバリュー幕張西店 261-0026 千葉市美浜区幕張西1-1-7

ミニストップ千葉幕張西店 261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目6-1

セブン－イレブン幕張西店 261-0026 千葉市美浜区幕張西2-7-19

ファミリーマート真砂一丁目店 261-0011 千葉市美浜区真砂1丁目2番3号

セブン－イレブン千葉真砂店 261-0011 千葉市美浜区真砂1-4-27

真砂２丁目 ミニストップ千葉真砂店 261-0011 千葉市美浜区真砂2丁目24番1号

ＪＰローソン美浜郵便局店 261-0011 千葉市美浜区真砂4‐1‐1

デイリーヤマザキ検見川浜北口店 261-0011 千葉市美浜区真砂4-2-8

高浜４丁目

真砂１丁目

真砂４丁目

中瀬１丁目

中瀬２丁目

ひび野１丁目

幕張西２丁目

ひび野２丁目

美浜区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

美浜区役所 261-8733 千葉市美浜区真砂5-15-1

ファミリーマートソードビル店 261-0011 千葉市美浜区真砂5丁目20-7

若葉３丁目 ミニストップ幕張ベイパーク店 261-0014 千葉市美浜区若葉3丁目1番地34

真砂５丁目

美浜区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

ファミリーマート市原瀬又店 290-0168 千葉県市原市永吉字川向1411番地1

セブンーイレブン五井店 290-0037 千葉県市原市飯沼137ｰ1

セブンーイレブン有秋台 299-0115 千葉県市原市不入斗1160-1

セブンーイレブン五所店 290-0066 千葉県市原市五所1368-1

セブンーイレブン市原光風台店 290-0255 千葉県市原市光風台2-236

セブンーイレブン市原青柳店 299-0109 千葉県市原市千種7-19-1

セブンーイレブン市原犬成店 290-0166 千葉県市原市犬成1124

セブンーイレブン市原馬立店 290-0221 千葉県市原市馬立343

セブンーイレブン市原五井駅前店 290-0056 千葉県市原市五井中央西1-15-7

セブンーイレブン五井高場店 290-0056 千葉県市原市五井高場5488ｰ1

セブンーイレブン市原双葉中前店 290-0255 千葉県市原市光風台1-350

セブンーイレブン市原五井東２丁目店 290-0055 千葉県市原市五井東2ｰ14ｰ10

セブンーイレブン市原五井市役所通り店 290-0056 千葉県市原市五井5921ｰ1

セブンーイレブン市原更級通り店 290-0023 千葉県市原市惣社610

セブンーイレブン市原松ヶ島店 290-0037 千葉県市原市松ヶ島1丁目4番地17

セブンーイレブン市原飯香岡通り店 290-0062 千葉県市原市八幡1126番地27

セブンーイレブン市原ちはら台東４丁目店 290-0141 千葉県市原市ちはら台東4-12-15

セブンーイレブン市原姉崎新田店 299-0111 千葉県市原市姉崎1209-1

セブンーイレブン市原辰巳台東１丁目店 290-0003 千葉県市原市辰巳台東1-4-2

セブンーイレブン市原姉崎東店 299-0111 千葉県市原市姉崎1045-8

セブンーイレブン市原五井三又店 290-0056 千葉県市原市五井6396-1

セブンーイレブン市原山木店 290-0005 千葉県市原市山木1171番地3

セブンーイレブン市原五井西４丁目店 290-0038 千葉県市原市五井西4丁目15番地3

セブンーイレブン市原能満店 290-0011 千葉県市原市能満字上大堀1531-23

セブンーイレブン市原福増店 290-0202 千葉県市原市福増757-1

セブンーイレブン市原潤井戸店 290-0171 千葉県市原市潤井戸2272-5

セブンーイレブン市原村上店 290-0031 千葉県市原市村上字諏訪根2594-1

セブンーイレブン市原ちはら台店 290-0143 千葉県市原市ちはら台西5-5-13

セブンーイレブン市原西五所店 290-0065 千葉県市原市西五所9-1

セブンーイレブン市原青葉台入口店 299-0111 千葉県市原市姉崎2572-1

セブンーイレブン市原四辻店 290-0011 千葉県市原市能満1861-1

市原市

市外
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

セブンーイレブン八幡宿駅西口店 290-0062 千葉県市原市八幡808

セブンーイレブン市原吹上通り店 290-0044 千葉県市原市玉前西1丁目1-37

セブンーイレブン市原更級１丁目店 290-0056 千葉県市原市更級1丁目2-7

セブンーイレブン姉ヶ崎駅東口店 299-0111 千葉県市原市姉崎東3丁目1番地1

セブンーイレブン市原白金小学校前店 290-0065 千葉県市原市西五所34-6

セブンーイレブン市原村田川店 290-0069 千葉県市原市八幡北町2丁目7番5

セブンーイレブン市原バイパス店 290-0056 千葉県市原市五井908-2

セブンーイレブン市原五井中央西店 290-0081 千葉県市原市五井中央西2-13-2

セブンーイレブン市原菊間店 290-0007 千葉県市原市菊間字並木558-1

セブンーイレブン市原辰巳台東４丁目店 290-0003 千葉県市原市辰巳台東4丁目3-91

セブンーイレブン姉崎袖ヶ浦インター店 299-0126 千葉県市原市天羽田914番1

セブンーイレブン八幡宿駅東口店 290-0062 千葉県市原市八幡569-1

セブンーイレブン市原中高根店 290-0242 千葉県市原市中高根1447-1

セブンーイレブン市原若葉小学校前店 290-0056 千葉県市原市五井5711-1

セブンーイレブン市原白塚店 299-0104 千葉県市原市白塚256-1

セブンーイレブン市原山田店 290-0205 千葉県市原市山田842番2

セブンーイレブン姉ケ崎駅入口店 299-0111 千葉県市原市姉崎567-2

セブンーイレブン市原国分寺台南店 290-0022 千葉県市原市西広1-4-1

セブンーイレブン市原皆吉店 290-0232 千葉県市原市皆吉1034-2

セブンーイレブン市原根田店 290-0074 千葉県市原市東国分寺台1丁目10番地10

セブンーイレブン市原原田店 290-0501 千葉県市原市米沢831-11

セブンーイレブン市原藤井店 290-0071 千葉県市原市北国分寺台1-10-3

セブンーイレブン市原平成通り店 290-0051 千葉県市原市君塚2丁目7-14

セブンーイレブン市原古市場店 290-0008 千葉県市原市古市場322-1

セブンーイレブン市原高滝店 290-0557 千葉県市原市養老1169番1

セブンーイレブン市原八幡石塚店 290-0062 千葉県市原市八幡字石塚1902番12

セブンーイレブン市原惣社店 290-0023 千葉県市原市惣社2丁目1番11

セブンーイレブン市原岩野見店 290-0052 千葉県市原市岩野見876-1

セブンーイレブン市原椎津店 299-0118 千葉県市原市椎津63-1

セブンーイレブン市原郡本店 290-0013 千葉県市原市郡本4丁目101番地1

セブンーイレブン市原白金通り店 290-0066 千葉県市原市五所神明1751-1

セブンーイレブン市原辰巳台西１丁目店 290-0004 千葉県市原市辰巳台西1丁目1-5

セブンーイレブン市原椎の木台店 299-0118 千葉県市原市椎津2649-1

市原市

市外
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

ローソン東習志野店 275-0001 千葉県習志野市東習志野5‐12‐19

ミニストップ東習志野5丁目店 275-0001 千葉県習志野市東習志野五丁目30-3

セブンーイレブン津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼6-13-9

セブンーイレブン京成大久保店 275-0011 千葉県習志野市大久保4-10-13

セブンーイレブン習志野大久保店 275-0011 千葉県習志野市大久保2-1-1

セブンーイレブン習志野東店 275-0001 千葉県習志野市東習志野8-4-15

セブンーイレブン習志野鷺沼店 275-0014 習志野市鷺沼1ｰ14ｰ28

セブンーイレブン京成津田沼駅前店 275-0016 千葉県習志野市津田沼3ｰ6ｰ38

セブンーイレブン東習志野６丁目店 275-0001 千葉県習志野市東習志野6-15-21

セブンーイレブン習志野谷津２丁目店 275-0026 千葉県習志野市谷津2丁目20-37

セブンーイレブン新習志野店 275-0025 千葉県習志野市秋津3-6-1

セブンーイレブン習志野屋敷店 275-0004 千葉県習志野市屋敷4-1-8

セブンーイレブン習志野奏の杜南店 275-0028 千葉県習志野市奏の杜2丁目4番1号

セブンーイレブン京成大久保駅南店 275-0012 千葉県習志野市本大久保5丁目1-21

セブンーイレブン京成大久保駅前店 275-0011 千葉県習志野市大久保1-21-14

セブンーイレブン新京成ＳＴ新津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼1丁目10番35号

セブンーイレブン新京成ＳＴ新津田沼改札内店 275-0016 千葉県習志野市津田沼1丁目10番35号

セブンーイレブン習志野藤崎６丁目店 275-0017 千葉県習志野市藤崎6-447-6

セブンーイレブン習志野谷津１丁目店 275-0026 千葉県習志野市谷津1丁目18-46

セブンーイレブン実籾店 275-0002 千葉県習志野市実籾4-1-1

セブンーイレブン習志野本大久保南店 275-0012 千葉県習志野市本大久保2-7-1

セブンーイレブン津田沼駅北口店 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-2-22

セブンーイレブン津田沼高校前店 275-0025 千葉県習志野市秋津5-12-15

セブンーイレブン東習志野店 275-0001 千葉県習志野市東習志野6丁目5-19

セブンーイレブン習志野藤崎２丁目店 275-0017 千葉県習志野市藤崎2丁目2番2-2

ファミリーマート八千代大和田店店 276-0045 千葉県八千代市大和田1041-1

セブンーイレブン勝田台店 276-0023 千葉県八千代市勝田台2-16-1

セブンーイレブン村上東店 276-0028 千葉県八千代市村上1606ｰ2

セブンーイレブン八千代緑が丘駅前店 276-0049 千葉県八千代市緑が丘1ｰ4ｰ1

セブンーイレブン八千代吉橋店 276-0047 千葉県八千代市吉橋1811-1

セブンーイレブン八千代新川通り店 276-0029 千葉県八千代市村上南2丁目6番地1

セブンーイレブン八千代村上店 276-0028 千葉県八千代市勝田台北1-12-3
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セブンーイレブン八千代大和田店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田299-9

セブンーイレブン八千代もえぎ野店 276-0015 千葉県八千代市米本2509

セブンーイレブン八千代勝田台駅前店 276-0023 千葉県八千代市勝田台1-13-1

セブンーイレブン八千代上高野店 276-0028 千葉県八千代市村上1741-4

セブンーイレブン八千代工業団地入口店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田920-1

セブンーイレブン京成大和田駅前店 276-0045 千葉県八千代市大和田1002-1

セブンーイレブン八千代高津南店 276-0036 千葉県八千代市高津513-17

セブンーイレブン八千代宮坂店 276-0044 千葉県八千代市萱田町字宮坂1085-8

セブンーイレブンＵＲ米本団地店 276-0014 千葉県八千代市米本1359米本団地5-28-103

セブンーイレブン八千代中央駅南店 276-0043 千葉県八千代市萱田2241-16

セブンーイレブン八千代台南店 276-0033 千葉県八千代市八千代台南1-25-11

セブンーイレブン八千代緑が丘北店 276-0040 千葉県八千代市緑が丘西1-11-3

セブンーイレブン八千代台東店 276-0032 千葉県八千代市八千代台東1丁目20-19

セブンーイレブン八千代大和田北店 276-0045 千葉県八千代市大和田250-4

セブンーイレブン八千代医療センター西入口店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田475-21

セブンーイレブン八千代大和田バイパス店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田380-5

セブンーイレブン八千代大和田新田店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田744-4

セブンーイレブン八千代小池店 276-0008 千葉県八千代市神久保53番4

セブンーイレブン八千代村上バイパス店 276-0028 千葉県八千代市村上752-1

セブンーイレブン八千代緑が丘南店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田1012-1

セブンーイレブンＵＲ村上団地店 276-0027 千葉県八千代市村上字向原1113番3

セブンーイレブン八千代台１０丁目店 276-0031 八千代市八千代台北10ｰ6ｰ3

セブンーイレブン八千代台北店 276-0031 千葉県八千代市八千代台北16丁目1-15

セブンーイレブン八千代工業団地店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田593-5

セブンーイレブン八千代大学町店 276-0004 千葉県八千代市島田台909

ローソン四街道吉岡店 264-0032 千葉県四街道市吉岡1807‐2

ファミリーマート四街道鹿放ヶ丘店 284-0008 千葉県四街道市鹿放ヶ丘487-1

ローソン四街道鹿放ヶ丘店 284-0008 千葉県四街道市鹿放ｹ丘495‐3

セブンーイレブン四街道鷹の台店 284-0033 千葉県四街道市鷹の台1ｰ1215

セブンーイレブン四街道めいわ２丁目店 284-0043 千葉県四街道市めいわ2丁目17-1

セブンーイレブン四街道めいわ４丁目店 284-0043 千葉県四街道市めいわ4丁目23-1
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セブンーイレブン四街道物井店 284-0016 千葉県四街道市もねの里3丁目1番20号

セブンーイレブン四街道鹿放ヶ丘西店 284-0008 千葉県四街道市鹿放ヶ丘274-2

セブンーイレブン四街道大日店 284-0001 千葉県四街道市大日852-2

セブンーイレブン四街道駅前店 284-0005 千葉県四街道市四街道1丁目2番8号

セブンーイレブン四街道和良比店 284-0044 千葉県四街道市和良比264-17

セブンーイレブン四街道インター店 284-0027 千葉県四街道市栗山801-1

セブンーイレブン四街道大日桜ケ丘店 284-0001 千葉県四街道市大日51-2

セブンーイレブン四街道小名木店 284-0042 千葉県四街道市小名木87-23

セブンーイレブン四街道美しが丘店 284-0045 千葉県四街道市美しが丘1-2-2

セブンーイレブン四街道一丁目店 284-0005 千葉県四街道市四街道1丁目6-1

セブンーイレブン四街道御成街道店 284-0032 千葉県四街道市吉岡1827-4

セブンーイレブン四街道下志津新田店 284-0006 千葉県四街道市下志津新田2537-1
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