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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

稲荷町２丁目 デイリーヤマザキ千葉稲荷町店 260-0833 千葉市中央区稲荷町2-13-1

亥鼻２丁目 吉田商店 260-0856 千葉市中央区亥鼻2-12-13

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

いのはな 260-0856 千葉市中央区亥鼻3-7-1

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

株式会社クリエイション　薬局クリエイション蘇我店 260-0834 千葉市中央区今井2-11-13

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

院内１丁目 有限会社栗原酒店 260-0018 千葉市中央区院内1-4-16

鵜の森町 スギドラッグ　蘇我鵜の森町 260-0816 千葉市中央区鵜の森町3-1

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

西友西千葉店 260-0033 千葉市中央区春日2-20-9

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

薬マツモトキヨシペリエ西千葉店 260-0033 千葉市中央区春日2-24-4

ワイズマートペリエ西千葉店 260-0033 千葉市中央区春日2-24-4

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

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

株式会社イトーヨーカ堂　アリオ蘇我店 260-0835 千葉市中央区川崎町52-7

ココカラファイン　アリオ蘇我店 260-0835 千葉市中央区川崎町52-7

島忠ホームズ蘇我店 260-0835 千葉市中央区川崎町55-3

春日２丁目

川崎町

青葉町

赤井町

旭町

亥鼻３丁目

今井２丁目

生実町

中央区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

Ｋマート店 260-0802 千葉市中央区川戸町402-1

宮本商店 260-0802 千葉市中央区川戸町404-7

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26-4

２４時マート 260-0016 千葉市中央区栄町26-14

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 YS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

有限会社村杉商店 260-0841 千葉市中央区白旗2-17-11

セブン－イレブン千葉白旗店 260-0841 千葉市中央区白旗2-12-11

株式会社藤原商店 260-0841 千葉市中央区白旗2-18-4

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１丁目 ぷらすわん 260-0021 千葉市中央区新宿1-12-1

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 ﾍﾟﾘｴ千葉ｽﾄﾘｰﾄ1

薬マツモトキヨシペリエ千葉店 260-0031 千葉市中央区新千葉1-1-1

薬マツモトキヨシペリエ千葉エキナカSouth店 260-0031 千葉市中央区新千葉1-1-1　ﾍﾟﾘｴ千葉3階

スギ薬局　千葉駅西口店 260-0031 千葉市中央区新千葉1-4-3 WESTRIO千葉ﾌｺｸ生命ﾋﾞﾙ1F

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2-6-15

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

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

ファミリーマート京成千葉駅店 260-0028 千葉市中央区新町250-3

デイリーヤマザキ千葉神明町店 260-0022 千葉市中央区神明町3-29

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

有限会社飯高商店 260-0022 千葉市中央区神明町206-3

末広１丁目 トップマート末広店 260-0843 千葉市中央区末広1-13-17

新田町

新町

栄町

白旗２丁目

川戸町

神明町

塩田町

新千葉１丁目

中央区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

有限会社末廣屋商店 260-0843 千葉市中央区末広2-12-1

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

ジェーソン千葉末広店 260-0843 千葉市中央区末広3-4-12

有限会社ひらき 260-0843 千葉市中央区末広3-8-5

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

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4-13-7

くすりの福太郎末広店 260-0843 千葉市中央区末広4-20-7

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

ドラッグセイムス蘇我店 260-0843 千葉市中央区末広5-10-1

株式会社東武ストア蘇我店 260-0822 千葉市中央区蘇我2-4-1

ドラッグストアマツモトキヨシ蘇我南店 260-0822 千葉市中央区蘇我2-21-10

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

京成ストアリブレ京成千葉寺店 260-0844 千葉市中央区千葉寺町971-7

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

ドラッグストアマツモトキヨシ千葉寺店 260-0844 千葉市中央区千葉寺町1223-1

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 ﾎﾃﾙﾆｭｰﾂｶﾓﾄ1F

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1-19

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

ツルハドラッグ千葉中央３丁目店 260-0013 千葉市中央区中央3-3-1

シモジマ千葉店 260-0013 千葉市中央区中央3-3-1-102

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

株式会社安藤商店 260-0013 千葉市中央区中央3-14-9

酒＆業務スーパー千葉中央店 260-0013 千葉市中央区中央3-18-3

中央４丁目 グルメシティ千葉中央店 260-0013 千葉市中央区中央4-5-1

千葉港

末広２丁目

末広３丁目

末広５丁目

末広４丁目

蘇我２丁目

千葉寺町

中央２丁目

中央３丁目

中央区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

マルエツプチ千葉みなと駅店 260-0026 千葉市中央区中央港1-1-1

薬マツモトキヨシ千葉みなと駅店 260-0026 千葉市中央区中央港1-1-1

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

中央港２丁目 せんどう千葉みなと店 260-0026 千葉市中央区中央港2-4-2

椿森１丁目 鵜沢商店 260-0042 千葉市中央区椿森1-7-16

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2-4-5

ウエルシア千葉鶴沢店 260-0003 千葉市中央区鶴沢町2-3

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12-23

ローソン千葉出洲港店 260-0023 千葉市中央区出洲港14-2

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

サンドラッグ道場店 260-0006 千葉市中央区道場北2-19-17

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

フードウェイ千葉ポートタウン店 260-0025 千葉市中央区問屋町1-50

ドラッグストアマツモトキヨシ千葉ポートタウン店 260-0025 千葉市中央区問屋町1-50 ﾎﾟｰﾄﾀｳﾝ1階

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

生鮮食品館激安市場店 260-0025 千葉市中央区問屋町10-3

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

ドラッグセイムス問屋町店 260-0025 千葉市中央区問屋町13-5

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

イオンスタイル千葉みなと 260-0025 千葉市中央区問屋町539-4

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

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

株式会社　米屋商店 260-0854 千葉市中央区長洲2-8-20

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

京成ストアミナーレ本千葉店 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 ｾｰﾄﾞﾙ1F

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506-3

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

問屋町

仁戸名町

長洲２丁目

道場北２丁目

中央港１丁目

長洲１丁目

中央区

鶴沢町

出洲港
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

Ｐｅｔｉｔｍａｄｏｃａ千葉仁戸名店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町557

小山田酒店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町559

トップマート松ヶ丘店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町560

有限会社喜久屋酒店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町601-16

くすりの福太郎仁戸名店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町698-11

ベルクス仁戸名店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町698-11

ディスカウントドラッグコスモス仁戸名店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町701-3

サンドラッグ仁戸名店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町720-34

マミーマート仁戸名店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町720-34

有限会社森倉商店 260-0801 千葉市中央区仁戸名町726

登戸１丁目 遠藤商店 260-0032 千葉市中央区登戸1-15-24

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

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

ミニコープ登戸店 260-0032 千葉市中央区登戸4-7-16

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

星野薬局 260-0824 千葉市中央区浜野町1113-1

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

セブン－イレブン千葉富士見東店 260-0015 千葉市中央区富士見1-1-9

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　喜楽ビル１Ｆ

ドラッグセイムス千葉富士見店 260-0015 千葉市中央区富士見2-5-1 富士見江澤ﾋﾞﾙ

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

薬マツモトキヨシ千葉富士見店 260-0015 千葉市中央区富士見2-5-15

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

東屋 260-0015 千葉市中央区富士見2-13-13

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2-14-1 千葉EXﾋﾞﾙ1階

富士見２丁目

仁戸名町

富士見１丁目

登戸４丁目

浜野町

中央区

登戸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

くすりの福太郎千葉中央店 260-0015 千葉市中央区富士見2-23-8山野井ﾋﾞﾙ1F

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

アコレ弁天１丁目店 260-0045 千葉市中央区弁天1-25-1

ドラッグストアマツモトキヨシ千葉弁天町店 260-0045 千葉市中央区弁天1-25-1

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4-11-15

Ｏｌｙｍｐｉｃ千葉東店 260-0808 千葉市中央区星久喜町170-1

ドラッグセイムス星久喜店 260-0808 千葉市中央区星久喜町227-1

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577-6

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

しげのや星久喜店 260-0808 千葉市中央区星久喜町1202-20

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7-12

ローソン本千葉店 260-0014 千葉市中央区本千葉町8-15

アコレ千葉C・ｏｎｅ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中央駅店 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1

リブレ京成千葉中央店 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 千葉ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰMio

薬マツモトキヨシ千葉中央ミーオ１店 260-0014 千葉市中央区本千葉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2-2-13

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2-12-15

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

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

ベルク　フォルテ蘇我店 260-0842 千葉市中央区南町2-4-12

薬マツモトキヨシフォルテ蘇我店 260-0842 千葉市中央区南町2-4-1

セブンーイレブン蘇我駅東口店 260-0842 千葉市中央区南町2-9-8

ローソンＬＴＦ蘇我駅東口店 260-0842 千葉市中央区南町2‐10

若菜薬業株式会社 260-0842 千葉市中央区南町2-10-19

南生実町

中央区

富士見２丁目

星久喜町

本町２丁目

南町２丁目

弁天１丁目

弁天２丁目

本千葉町
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

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

トップマート蘇我店 260-0842 千葉市中央区南町2-12-15

ツルハドラッグ蘇我駅前店 260-0842 千葉市中央区南町2-15-19

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

スギ薬局　千葉都町店 260-0831 千葉市中央区都町1-11-9

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2-2-10

あけぼの薬局　都町店 260-0001 千葉市中央区都町2-4-13

ヨークマート都町店 260-0001 千葉市中央区都町2-6-25

肉の福田屋　都ストアー 260-0001 千葉市中央区都町2-16-2

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４丁目 トップマート都町店 260-0001 千葉市中央区都町4-5-15

ジェーソン千葉都町店 260-0001 千葉市中央区都町5-8-15

ドラッグセイムス都町店 260-0001 千葉市中央区都町5-8-60

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 株式会社　新星医薬商事 261-0001 千葉市中央区都町8-5-27

曽根商店 260-0806 千葉市中央区宮崎1-11-1

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

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

サンドラッグ蘇我店 260-0806 千葉市中央区宮崎2-2-9

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

ドン・キホーテ浜野店 260-0825 千葉市中央区村田町893

ベルク　千葉浜野店 260-0825 千葉市中央区村田町1102

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

都町２丁目

宮崎町

村田町

都町５丁目

南町３丁目

宮崎１丁目

中央区

都町１丁目

宮崎２丁目

南町２丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

薬マツモトキヨシかわまち矢作モール店 260-0851 千葉市中央区矢作町57-1

ランドロームフードマーケット矢作店 260-0851 千葉市中央区矢作町57-1

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1-1-6

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

オーケー千葉中央店 260-0007 千葉市中央区祐光3-8-18

ドン・キホーテ千葉中央店 260-0007 千葉市中央区祐光3-10-6

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

株式会社キタガワ 260-0007 千葉市中央区祐光4-5-13

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

祐光２丁目

矢作町

祐光３丁目

祐光４丁目

町名
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

マルエツ宮野木店 262-0019 千葉市花見川区朝日ｹ丘1-28-9

サンドラッグ宮野木店 262-0019 千葉市花見川区朝日ｹ丘1-35-10

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ｹ丘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ｹ丘5-32-25

コンビニエンスほんだ 262-0043 千葉市花見川区天戸町1

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

有限会社川島操商店 262-0043 千葉市花見川区天戸町1459-3

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

カネカ水産株式会社　花見川店 262-0043 千葉市花見川区天戸町1496-5

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

ヨークマート花見川店 262-0048 千葉市花見川区柏井1-1-25

ビッグ・エー花見川店 262-0048 千葉市花見川区柏井1-5-1

検見川町１丁目 株式会社マツヤ 262-0023 千葉市花見川区検見川町1-495

検見川町２丁目 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2-204-1

セブン－イレブン検見川店 262-0023 千葉市花見川区検見川町3-301-4

株式会社むさしや酒店 262-0023 千葉市花見川区検見川町3-304-1

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

くすりの福太郎新検見川店 262-0023 千葉市花見川区検見川町3-326-1平助ﾋﾞﾙ1F

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

有限会社小島商店 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

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－イレブン千葉さつきが丘東店 262-0013 千葉市花見川区犢橋町1128-3

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

検見川町３丁目

検見川町５丁目

犢橋町

朝日ケ丘５丁目

天戸町

柏井町

柏井１丁目

花見川区

朝日ケ丘１丁目

朝日ケ丘３丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

こてはし台１丁目 全日食たつみこてはし台店 262-0005 千葉市花見川区こてはし台1-3-9

こてはし台３丁目 クスリフタガミ 262-0005 千葉市花見川区こてはし台3-1-17

ひまわり薬局 262-0005 千葉市花見川区こてはし台5-1-14

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

ウエルシア　花見川作新台店 262-0045 千葉市花見川区作新台2-1-3

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

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

ディスカウントドラッグコスモス作新台店 262-0045 千葉市花見川区作新台4-12-1

くすりの福太郎作新台店 262-0045 千葉市花見川区作新台4-4-2

コープ花見川店 262-0045 千葉市花見川区作新台6-9-1

サンドラッグ花見川店 262-0045 千葉市花見川区作新台6-9-1

ドラッグストアマツモトキヨシ作新台店 262-0045 千葉市花見川区作新台6-12-24

ナリタヤ花見川店 262-0045 千葉市花見川区作新台6-13-3

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

トップマートさつきが丘店 262-0014 千葉市花見川区さつきが丘1-31-1

ウエルシア千葉さつきが丘店 262-0014 千葉市花見川区さつきが丘1-31-3

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65-1

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

株式会社クリーン介収便 262-0004 千葉市花見川区大日町1451-4

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

ウエルシア　千葉武石店 262-0031 千葉市花見川区武石町2-616

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

ドラッグセイムス千種町店 262-0012 千葉市花見川区千種町218-2

有限会社夜光金物店 262-0012 千葉市花見川区千種町237-10

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

さつきが丘１丁目

千種町

大日町

武石町１丁目

武石町２丁目

三角町

作新台６丁目

花見川区

作新台２丁目

こてはし台５丁目

作新台４丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

株式会社千葉コンビナックス 262-0012 千葉市花見川区千種町295-2

カワグチこてはし南店 262-0012 千葉市花見川区千種町333-9

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

有限会社ベルマート鈴木 262-0044 千葉市花見川区長作町1268

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

西小中台 ワイズマート西小中台店 262-0016 千葉市花見川区西小中台6-10

ドラッグストアマツモトキヨシ宮野木店 262-0018 千葉市花見川区畑町468-1

ライフコーポレーション宮野木店 262-0018 千葉市花見川区畑町585-1

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

フードショップまるこう 262-0018 千葉市花見川区畑町1378

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

ローソンストア１００花見川店 262-0042 千葉市花見川区花島町481-1

花園町 有限会社船橋屋 262-0021 千葉市花見川区花園町46-1

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

セブン－イレブン花園店 262-0025 千葉市花見川区花園1-20-16

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

ストア飴安花園店 262-0025 千葉市花見川区花園2-11-14

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

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

ビッグ・エー千葉花見川団地店 262-0046 千葉市花見川区花見川2-43-101

アコレ花見川店 262-0046 千葉市花見川区花見川3-18-101

リビングショップたかす 262-0046 千葉市花見川区花見川3-24-104

セブン－イレブン幕張店 262-0032 千葉市花見川区幕張町1-1341

有限会社藤崎青果 262-0032 千葉市花見川区幕張町1-7693-63

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

ドン・キホーテ幕張店 262-0032 千葉市花見川区幕張町1-7782-1

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３丁目 旭屋 262-0032 千葉市花見川区幕張町3-841

株式会社イトーヨーカ堂幕張店 262-0032 千葉市花見川区幕張町4-417-25

ローソン幕張駅西店 262-0032 千葉市花見川区幕張町4‐614‐5

花島町

花園３丁目

千種町

畑町

長作町

幕張町４丁目

花園１丁目

花見川

花見川区

花園２丁目

幕張町１丁目

幕張町２丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

コスモ薬局幕張駅前店 262-0032 千葉市花見川区幕張町5-145

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

マックスバリュエクスプレス幕張店 262-0032 千葉市花見川区幕張町5-417-15

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5-417-28

ツルハドラッグ幕張店 262-0032 千葉市花見川区幕張町5-464-1

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 株式会社三徳　幕張店 262-0032 千葉市花見川区幕張町6-113-2

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1-13-2

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

薬ヒグチ幕張店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-2-19

くすりの福太郎幕張本郷店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-3-15ﾆｭｰｴｲﾄ本郷第7ﾋﾞﾙ1階

ワイズマート幕張本郷店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-3-20

ローソンストア１００幕張本郷店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-8-11

酒＆業務スーパー幕張本郷店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-9-1

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

薬マツモトキヨシ幕張本郷店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷6-22-22

京成ストアリブレ京成幕張本郷店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷6-22-30

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6-24-31

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

アコレ幕張本郷７丁目店 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷7-5-33

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7-12-1

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２丁目 サミット花見川区役所前店 262-0026 千葉市花見川区瑞穂2-1-10

花見川区

幕張町５丁目

幕張本郷１丁目

幕張本郷２丁目

幕張本郷６丁目

幕張本郷７丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

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

くすりの福太郎花見川瑞穂店 262-0026 千葉市花見川区瑞穂3-20-2

南花園２丁目 西友新検見川店 262-0022 千葉市花見川区南花園2-6-1

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

宮野木台３丁目 ウエルシア千葉宮野木台店 262-0015 千葉市花見川区宮野木台3-1-1

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
横戸町

花見川区

瑞穂３丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

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

ウエルシア千葉穴川店 263-0024 千葉市稲毛区穴川1-7-11

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

葉宮洋品店 263-0024 千葉市稲毛区穴川2-13-18

有限会社佐瀬酒店 265-0026 千葉市稲毛区穴川3-3-3

ミニストップ穴川店 265-0026 千葉市稲毛区穴川3-5-4

ビッグ・エー千葉あやめ台団地店 263-0052 千葉市稲毛区あやめ台1-12-101

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２丁目 有限会社萬平商店 263-0034 千葉市稲毛区稲毛2-3-11

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

有限会社加藤商店 263-0034 千葉市稲毛区稲毛3-3-17

並木商店 263-0034 千葉市稲毛区稲毛3-6-7

クリエイトエスディー千葉稲毛店 263-0035 千葉市稲毛区稲毛町5-1-1

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

稲毛東１丁目 有限会社和可松観光 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東1-10-14

株式会社鴇田薬局 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東2-4-4

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

セブン－イレブン稲毛東店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東2-11-7

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

有限会社大越商店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3-16-2

ワイズマート稲毛店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3-17-5

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

薬マツモトキヨシペリエ稲毛店 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3-19-11

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1-11-4

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

小仲台１丁目 イオン稲毛店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台1-4-20

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2-2-2

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

ココカラファイン稲毛店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台2-3-12

稲毛区

稲毛町５丁目

穴川２丁目

稲毛東３丁目

小仲台２丁目

稲毛東２丁目

穴川３丁目

稲毛３丁目

あやめ台

穴川１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

ローソン稲毛小仲台店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台6-4-27

ローソンストア１００稲毛駅前店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台6-18-1 稲毛ﾊﾟﾚｽ1F

植村金物店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台6-19-29

マルエツ稲毛店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台7-2-1

アコレ稲毛小中台店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台7-11-1

ウエルシア千葉小仲台店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台7-20-7

クリエイトエス・ディー稲毛小仲台店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台8-8-8

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

ドラッグセイムス稲毛小仲台店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台8-25-10

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

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

ナリタヤ小深町四街道店 263-0003 千葉市稲毛区小深町118-6

作草部１丁目 ヤックスドラッグ作草部店 263-0014 千葉市稲毛区作草部1-10-2

ドラッグストアマツモトキヨシ千葉作草部店 263-0015 千葉市稲毛区作草部2-1-16

ビバホーム作草部店 263-0015 千葉市稲毛区作草部2-9-16

スギ薬局　作草部店 263-0015 千葉市稲毛区作草部町592-2

ヤオコー作草部店 263-0014 千葉市稲毛区作草部町592-21

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47-1

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

ドラッグストアマツモトキヨシ千葉山王店 263-0002 千葉市稲毛区山王町57-1

小中台町

小深町

作草部２丁目

作草部町

小仲台７丁目

小仲台８丁目

小仲台２丁目

山王町

稲毛区

小仲台６丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

ジェーソン千葉山王店 263-0002 千葉市稲毛区山王町67-2

有限会社田中啓介商店 263-0002 千葉市稲毛区山王町90-2

ウエルシア千葉山王店 263-0002 千葉市稲毛区山王町134-1

ランドロームフードマーケット山王店 263-0002 千葉市稲毛区山王町140-1

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

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

有限会社畑商店 263-0002 千葉市稲毛区山王町271-2

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 千葉県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

ジェーソン稲毛園生店 263-0051 千葉市稲毛区園生町236

ビッグ・エー千葉園生店 263-0051 千葉市稲毛区園生町236-11

ジョイフル本田　千葉店 263-0051 千葉市稲毛区園生町368-1

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487-70

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

ウエルシア千葉園生店 263-0051 千葉市稲毛区園生町880-1

生活クラブ園生デポー 263-0051 千葉市稲毛区園生町1107-7

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

千草台１丁目 オーケー千草台店 263-0013 千葉市稲毛区千草台1-1-26

天台１丁目 ベルクス稲毛天台店 263-0016 千葉市稲毛区天台1-4-12

天台２丁目 有限会社庄司酒店 263-0016 千葉市稲毛区天台2-15-15

株式会社河田商会 263-0016 千葉市稲毛区天台4-1-8

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5-23-17

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1-5-1

福田米店 263-0021 千葉市稲毛区轟町1-10-4

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

大内薬局 263-0021 千葉市稲毛区轟町5-4-18

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

稲毛区

山王町

轟町１丁目

轟町５丁目

天台４丁目

園生町
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スーパーセンタートライアル長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町71

マックスバリュ稲毛長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町112-2

ウエルシア千葉長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町146-1

クリエイトエスディー稲毛長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町286-1

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

せんどう長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町288-183

ローソン稲毛長沼町店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町301‐3

薬マツモトキヨシワンズモール長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町330-50

ドン・キホーテ稲毛長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町330-50

ファミリーマート稲毛長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町337-6

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

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716-1

ウェルパーク稲毛長沼店 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町731-17

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

マミーマート稲毛長沼店 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町731-17

ファミリーマート市原マルハン（サ）店 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町834-1

株式会社　今村商事 263-0023 千葉市稲毛区緑町1-6-5

ミニストップみどり台駅前店 263-0023 千葉市稲毛区緑町2-16-6

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

ウエルシア宮野木２号店 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町1093-1

タツミ電化センター宮野木店 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町1652-84

有限会社肉の鳥健宮野木店 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町1730-4

業務スーパー宮野木店 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町1850

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

ロイヤルホームセンター千葉北 263-0004 千葉市稲毛区六方町75-1

サンライズ株式会社 263-0004 千葉市稲毛区六方町210-27 ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ千葉1 4階

宮野木町

長沼原町

稲毛区

長沼町

緑町

六方町
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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7-11

大宮台１丁目 ウエルシア千葉大宮台店 264-0015 千葉市若葉区大宮台1-1-1

大宮台４丁目 ジェーソン千葉大宮台店 264-0015 千葉市若葉区大宮台4-1-4

せんどう大宮台店 264-0015 千葉市若葉区大宮台7-6

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

小池商店 264-0016 千葉市若葉区大宮町3651-22

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

小倉台４丁目 クリエイトエス・ディー千葉小倉台店 264-0006 千葉市若葉区小倉台4-6-1 1階

小倉台６丁目 生鮮小売市場千城　小倉台店 264-0007 千葉市若葉区小倉台6-24-1

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781-1

ドラッグセイムス小倉町店 264-0007 千葉市若葉区小倉町782

有限会社南屋商店 264-0007 千葉市若葉区小倉町859-14

千葉みらい農産物直売所しょいか～ご千葉店 264-0007 千葉市若葉区小倉町871

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

ウエルシア千葉小倉町店 264-0007 千葉市若葉区小倉町1754-1

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1-14-9

御成台３丁目 クリエイトエスディー千葉御成台店 265-0077 千葉市若葉区御成台3-1168-22

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

貝塚２丁目 ドラッグストアマツモトキヨシ若葉区役所前 264-0020 千葉市若葉区貝塚2-21-18

ウエルシア千葉加曽利店 264-0017 千葉市若葉区加曽利町937-2

上州屋 264-0017 千葉市若葉区加曽利町1562-1

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

北大宮台 Yショップわかば店 264-0014 千葉市若葉区北大宮台29-10

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

株式会社センターイシイ 264-0028 千葉市若葉区桜木1-29-2

大宮台７丁目

若葉区

大宮町

小倉町

加曽利町

坂月町

桜木１丁目
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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4-16-3

ウエルシア千葉桜木店 264-0028 千葉市若葉区桜木4-16-5

ドラッグセイムス千葉桜木薬局 264-0028 千葉市若葉区桜木5-9-16

有限会社高麗酒店 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6-1-15

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

くすりの福太郎千葉桜木店 264-0028 千葉市若葉区桜木6-19-68

株式会社いなげや千葉桜木店 264-0028 千葉市若葉区桜木8-15-11

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

Ｏｌｙｍｐｉｃおりーぶ千葉桜木店 264-0029 千葉市若葉区桜木北1-2-4

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

桜木北２丁目 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

ローソン若葉北通店 264-0029 千葉市若葉区桜木北3-4-60

ローソンストア１００千葉桜木町店 264-0029 千葉市若葉区桜木北3-23-30

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

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1586-2

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

千城台北３丁目 薬マツモトキヨシ　イコアス千城台店 264-0005 千葉市若葉区千城台北3-21-1

ビッグ・エー千葉千城台西店 264-0004 千葉市若葉区千城台西2-14-1

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

千城台東１丁目 生鮮小売市場千城　千城台店 264-0002 千葉市若葉区千城台東1-2-3

千城台東３丁目 クリエイトエス・ディー千葉千城台店 264-0002 千葉市若葉区千城台東3-1-1

千城台南４丁目 カスミフードスクエア千城台店 264-0003 千葉市若葉区千城台南4-1-3

ヨークマート都賀店 264-0025 千葉市若葉区都賀1-12-1

くすりの福太郎都賀店 264-0025 千葉市若葉区都賀1-13-7

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2-10-2

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

ビッグ・エー千葉都賀店 264-0025 千葉市若葉区都賀3-6-13

くすりの福太郎都賀駅前店 264-0025 千葉市若葉区都賀3-13-8ｷｬﾄﾙｾｿﾞﾝ1階

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 千葉市若葉区都賀3-20-15

ウエルシア千葉都賀店 264-0025 千葉市若葉区都賀3-21-1

若葉区

桜木６丁目

桜木８丁目

桜木５丁目

桜木北１丁目

桜木北３丁目

更科町

千城台西２丁目

桜木４丁目

都賀１丁目

都賀３丁目
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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

都賀の台４丁目 セブンーイレブン千葉都賀の台４丁目店 264-0033 千葉市若葉区都賀の台4-11-2

セブンーイレブン千葉殿台町店 264-0036 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1120-3

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

古川商店 265-0043 千葉市若葉区中田町1193-60

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

西友都賀店 264-0026 千葉市若葉区西都賀2-2-1

ドラッグセイムス都賀店 264-0026 千葉市若葉区西都賀2-7-1

ランドロームフードマーケット都賀店 264-0026 千葉市若葉区西都賀2-31-3

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

ウエルシア千葉東寺山コープ店 264-0035 千葉市若葉区東寺山町422-1

コープ東寺山店 264-0035 千葉市若葉区東寺山町422-1

ドラッグストアマツモトキヨシ東寺山店 264-0035 千葉市若葉区東寺山町572-14

タイヨー千葉店 264-0035 千葉市若葉区東寺山町777-9

ウエルシア千葉東寺山店 264-0035 千葉市若葉区東寺山町790-1

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

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2-10-19

ヤオコーみつわ台店 264-0032 千葉市若葉区みつわ台2-12-6

ジェーソン千葉みつわ台店 264-0032 千葉市若葉区みつわ台2-14-1

クリエイトエスディー千葉みつわ台店 264-0032 千葉市若葉区みつわ台2-35-1

みつわ台３丁目 生活クラブみつわ台デポー 264-0032 千葉市若葉区みつわ台3-14-5

みつわ台４丁目 ローソンストア１００若葉区みつわ台店 264-0032 千葉市若葉区みつわ台4-1-7 ｼｬﾄﾚｰ海宝1階

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

アコレみつわ台５丁目店 264-0032 千葉市若葉区みつわ台5-39-3

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431-20

サンドラッグ若松店 264-0021 千葉市若葉区若松町502-70

東寺山町

みつわ台２丁目

西都賀２丁目

みつわ台５丁目

若松町

中田町

殿台町

若葉区
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

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

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

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

ロイヤルホームセンター千葉 264-0021 千葉市若葉区若松町2126-1

ドラッグストアマツモトキヨシ千葉若松町店 264-0021 千葉市若葉区若松町2157-6

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

若葉区

若松町
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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

ドラッグセイムス土気駅前店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘1-20-4

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1-44-2

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1-20-4

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

せんどう土気店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘4-2-7

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

ドラッグセイムスあすみが丘店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘4-19-10

あすみが丘５丁目 ディスカウントストアトライアルあすみが丘店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘5-46-1

ドラッグストアマツモトキヨシあすみが丘ＳＣ店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘7-1

カスミフードスクエアあすみが丘店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘7-1

ビバホームあすみが丘店 267-0066 千葉市緑区あすみが丘7-1

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

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

ウエルシア千葉土気店 267-0067 千葉市緑区あすみが丘東2-19-3

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1-28-1

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

酒＆業務スーパー鎌取店 266-0031 千葉市緑区おゆみ野2-8-4

ウエルシア千葉おゆみ野店 266-0031 千葉市緑区おゆみ野3-1

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3-14-3

イオンスタイル鎌取店 266-0031 千葉市緑区おゆみ野3-16-1

ツルハドラッグ鎌取店 266-0031 千葉市緑区おゆみ野3-40-5

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5-29-10

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

ヤオコー学園前店 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央1-20-1

おゆみ野２丁目

おゆみ野３丁目

おゆみ野５丁目

おゆみ野中央１丁目

あすみが丘１丁目

あすみが丘４丁目

あすみが丘７丁目

緑区

あすみが丘東２丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

ツルハドラッグおゆみ野店 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央2-3

せんどうおゆみ野店 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央2-3-1

ミスターマックスおゆみ野店 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央2-3-1

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

カワチ薬品おゆみ野店 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央7-30-6

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7-37-1

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

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

ツルハドラッグおゆみ野南店 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南5-7-2

ヤオコーおゆみ野店 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南5-8-1

ココカラファイン　イオンタウンおゆみ野店 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南5-37-1

マックスバリュおゆみ野店 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南5-37-1

ディスカウントドラッグコスモスおゆみ野南店 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南6-7-1

セブンーイレブン千葉おゆみ野南６丁目店 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南6-49-25

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

ツルハドラッグ誉田店 266-0006 千葉市緑区大膳野町3-4 ﾏﾐｰﾏｰﾄ内

マミーマート誉田店 266-0006 千葉市緑区大膳野町3-4

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1078-1

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

高津戸町 ウエルシア　千葉高津戸店 267-0053 千葉市緑区高津戸町84-12

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

ローソン千葉土気町店 267-0061 千葉市緑区土気町1712-22

有限会社花澤商店 267-0061 千葉市緑区土気町1720

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2330-1

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

せんどう古市場店 267-0026 千葉市緑区古市場町694-1

株式会社ベイシア　ちば古市場店 266-0026 千葉市緑区古市場町906-29

おゆみ野中央２丁目

おゆみ野南２丁目

おゆみ野南５丁目

鎌取町

大膳野町

おゆみ野中央７丁目

土気町

古市場町

緑区

おゆみ野南６丁目

高田町
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

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

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

加藤商店 266-0005 千葉市緑区誉田町2-21-5

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2-21-242

せんどう誉田店 266-0005 千葉市緑区誉田町2-24-7

フードランドレオ誉田店 266-0005 千葉市緑区誉田町2-24-66

ウエルシア千葉誉田店 266-0005 千葉市緑区誉田町2-24-547

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2-23

フレッシュなりたや誉田店 266-0005 千葉市緑区誉田町3-46-1

生鮮&業務スーパー誉田店 266-0005 千葉市緑区誉田町3-46-1

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

緑区

誉田町３丁目

誉田町１丁目
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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4-3-3

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

いそべ薬品 261-0012 千葉市美浜区磯辺6-3-7

セブンイレブン検見川浜駅南口店 261-0012 千葉市美浜区磯辺6-8-103

ドラッグストアマツモトキヨシミノリア稲毛海岸店 261-0005 千葉市美浜区稲毛海岸2-3-9

ヤオコーミノリア稲毛海岸店 261-0005 千葉市美浜区稲毛海岸2-3-10

稲毛海岸４丁目 アコレ稲毛海岸４丁目店 261-0005 千葉市美浜区稲毛海岸4-13-1

稲毛海岸５丁目 ヤオコー稲毛海岸店 261-0005 千葉市美浜区稲毛海岸5-3-1

リンコスベイタウン店 261-0013 千葉市美浜区打瀬1-2-1

くすりの福太郎幕張ベイタウン店 261-0013 千葉市美浜区打瀬1-11-1幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝｱﾑｾﾞ1F

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

ヤックスドラッグパティオス店 261-0013 千葉市美浜区打瀬2-5 ﾊﾟﾃｨｵｽ3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 1番

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

カスミフードスクエア千葉みなと店 261-0001 千葉市美浜区幸町1-12-6

ローソンストア１００千葉幸町一丁目店 261-0001 千葉市美浜区幸町1-14-1

セブン－イレブン千葉幸町店 261-0001 千葉市美浜区幸町1-15-1

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

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

オーケー千葉幸町店 261-0001 千葉市美浜区幸町2-21-11

マルエツ千葉幸町店 261-0001 千葉市美浜区幸町2-23-1

有限会社鈴正商店 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2-24-43

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

スギ薬局千葉美浜店 261-0002 千葉市美浜区新港32-11

ベルクス美浜店 261-0002 千葉市美浜区新港32-11

ミスターマックス千葉美浜店 261-0002 千葉市美浜区新港32-11

薬マツモトキヨシ千葉美浜店 261-0002 千葉市美浜区新港32-11

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

新港

美浜区

磯辺６丁目

稲毛海岸２丁目

打瀬１丁目

打瀬２丁目

幸町１丁目

幸町２丁目

磯辺５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

ロイヤルホームセンター千葉みなと 261-0002 千葉市美浜区新港170-1

セブン－イレブン千葉新港店 261-0002 千葉市美浜区新港219-3

有限会社平野屋 261-0004 千葉市美浜区高洲1-1-8

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1-1-33

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1-23-2

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

アームス高洲店 261-0004 千葉市美浜区高洲2-3-14

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

イオンマリンピア店 261-0004 千葉市美浜区高洲3-13-1

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

ワイズマートペリエ稲毛海岸店 261-0004 千葉市美浜区高洲3-24-2

薬マツモトキヨシ稲毛海岸駅前店 261-0004 千葉市美浜区高洲3-24-7

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１丁目 ビッグ・エー千葉高浜店 261-0003 千葉市美浜区高浜1-10-1

高浜３丁目 ローソン千葉稲毛海浜公園店 261-0003 千葉市美浜区高浜3-6-1

セブン－イレブン千葉高浜店 261-0003 千葉市美浜区高浜4-1-4

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4-11-1

アームスイナハマ店 261-0003 千葉市美浜区高浜4-12-2

有限会社卯田商店 261-0003 千葉市美浜区高浜4-12-2

バーミー薬局稲浜店 261-0003 千葉市美浜区高浜4-12-2　稲浜ショップ内

イオンスタイル幕張新都心店 261-0024 千葉市美浜区豊砂1-1

イオンスタイル幕張新都心フードストア店 261-0024 千葉市美浜区豊砂1-5

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1-3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1-2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1-4

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

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

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

美浜区

新港

高浜４丁目

中瀬２丁目

中瀬１丁目

高洲２丁目

高洲３丁目

豊砂

高洲１丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

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

イオン幕張店 261-0021 千葉市美浜区ひび野1-3

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 ｽｰｸ海浜幕張1階

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1-8

くすりの福太郎海浜幕張店 261-0021 千葉市美浜区ひび野1-8番 ﾒｯｾｱﾐｭｰｽﾞﾓｰﾙ1階

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 aune幕張1階

コクミンドラックペリエ海浜幕張駅店 261-0021 千葉市美浜区ひび野2-110ﾍﾟﾘｴ内

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2-6-1

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

幕張西４丁目 ウエルシアイオンタウン幕張西店 261-0026 千葉市美浜区幕張西4-2-12

ファミリーマート真砂一丁目店 261-0011 千葉市美浜区真砂1-2-3

カスミフードスクエア稲毛海岸店 261-0011 千葉市美浜区真砂1-2-4

サンドラッグ稲毛海岸店 261-0011 千葉市美浜区真砂1-2-7

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

ビッグ・エー千葉真砂一丁目店 261-0011 千葉市美浜区真砂1-12-13

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2-24-1

真砂３丁目 クリエイトエス・ディー美浜真砂店 261-0011 千葉市美浜区真砂3-15-18

ＪＰローソン美浜郵便局店 261-0011 千葉市美浜区真砂4-1-1

アコレ検見川浜PIA店 261-0011 千葉市美浜区真砂4-1-10

ビッグ・エー検見川浜駅前店 261-0011 千葉市美浜区真砂4-2-1

サンドラッグ検見川浜駅前店 261-0011 千葉市美浜区真砂4-2-5 ｾｻﾞｰﾙﾏﾝｼｮﾝ検見川浜

イオンスタイル検見川浜店 261-0011 千葉市美浜区真砂4-2-6

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

くすりの福太郎真砂店 261-0011 千葉市美浜区真砂4-4-15

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

生活クラブ真砂デポー 261-0011 千葉市美浜区真砂5-21-12

ビッグ・エー千葉真砂店 261-0011 千葉市美浜区真砂5-44-6真砂中央ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

有限会社小島商店 261-0011 千葉市美浜区真砂5-44-8

ミニストップ幕張ベイパーク店 261-0014 千葉市美浜区若葉3-1-35

イオンスタイル幕張ベイパーク 261-0014 千葉市美浜区若葉3-2-7

幕張西２丁目

真砂１丁目

美浜区

ひび野１丁目

ひび野２丁目

若葉３丁目

真砂５丁目

真砂４丁目
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

ホームプラザナフコ市原東店 290-0170 千葉県市原市うるいど南5-1-2

ヤックスドラッグちはら台店 290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-2

ヨークフーズちはら台店 290-0142 千葉県市原市ちはら台南2-32-2

ドラックストアマツモトキヨシ　ちはら台モール店 290-0142 千葉県市原市ちはら台南2-32-2

ファミリーマートちはら台駅店 290-0143 千葉県市原市ちはら台西1-1

クリエイトエスディー市原ユニモちはら台店 290-0143 千葉県市原市ちはら台西3-4

ヤオコーユニモちはら台店 290-0143 千葉県市原市ちはら台西3-4

ドラッグストアマツモトキヨシ市原ちはら台店 290-0143 千葉県市原市ちはら台西4-3-3

ドラッグセイムスちはら台店 290-0143 千葉県市原市ちはら台西5-23-3

ウエルシア　市原ちはら台店 290-0141 千葉県市原市ちはら台東8-3-1

スーパービバホームちはら台店 290-0142 千葉県市原市ちはら台南3-21-1

せんどうちはら台店 290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-1-11

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1411-1

ファミリーマート市原古市場店 290-0008 千葉県市原市古市場137-3

コメリ市原古市場店 290-0008 千葉県市原市古市場329-2

レオ市原店 290-0008 千葉県市原市古市場594-1

ドラッグストアマツモトキヨシ市原店 290-0008 千葉県市原市古市場字京田594-1

ジョイフル本田　市原店 290-0066 千葉県市原市五所1738-2

マックスバリュ辰巳台店 290-0003 千葉県市原市辰巳台東1-2

ドラッグセイムス八幡店 290-0062 千葉県市原市八幡2072-1

ヤックスドラッグ市原八幡店 290-0062 千葉県市原市八幡336-1

ファミリーマート市原マルハン店 290-0068 千葉県市原市八幡浦1-4-2

スーパーセンタートライアル八幡宿店 290-0067 千葉県市原市八幡海岸通1971-1

株式会社ベイシア市原八幡店 290-0067 千葉県市原市八幡字海岸2381-1

印西市 ジョイフル本田　千葉ニュータウン店 270-1331 千葉県印西市牧の原2-1

佐倉市 ランドロームフードマーケット勝田台店 285-0845 千葉県佐倉市西志津3-27-12

スーパービバホーム新習志野店 275-0024 千葉県習志野市茜浜1-1-2

ミスターマックス新習志野店 275-0024 千葉県習志野市茜浜2-2-1

ワイズマート香澄店 275-0022 千葉県習志野市香澄4-5-1

カインズ幕張店 275-0023 千葉県習志野市芝園1-2-1

市原市

市外

習志野市
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町名 取扱店名 郵便番号 住所

オーケー幕張店 275-0023 千葉県習志野市芝園1-4-1

島忠ホームズ幕張店 275-0023 千葉県習志野市芝園1-4-1

イオン津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-23-1

ウエルシア習志野実籾店 275-0001 千葉県習志野市東習志野3-1-24

エービン実籾店 275-0001 千葉県習志野市東習志野4-1-32

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5-30-3

カスミフードスクエア東習志野店 275-0001 千葉県習志野市東習志野7-1-1

マックスバリュ東習志野店 275-0001 千葉県習志野市東習志野6-7-8

ロイヤルホームセンター習志野 275-0001 千葉県習志野市東習志野6-7-15

セブン-イレブン実籾店 275-0002 千葉県習志野市実籾4-1-1

くすりの福太郎実籾2号店 275-0002 千葉県習志野市実籾4-3-3

ワイズマート実籾店 275-0002 千葉県習志野市実籾5-2-1

セブン－イレブン実籾店 275-0002 千葉県習志野市実籾4-1-1

デイリーヤマザキ習志野実籾本郷店 275-0003 千葉県習志野市実籾本郷4-7

千葉みらい農産物直売所しょいか～ご習志野店 275-0003 千葉県習志野市実籾本郷34-1

カインズ船橋習志野店 274-0071 千葉県船橋市習志野4-12-40

日幸商会株式会社 274-0053 千葉県船橋市豊富町1477-1

リブレ京成勝田台店 276-0023 千葉県八千代市勝田台1-10

ヨークマート勝田台店 276-0023 千葉県八千代市勝田台1-33-1

ウエルシア勝田台店 276-0023 千葉県八千代市勝田台2-12-1

ジョイフル本田　八千代店 276-0028 千葉県八千代市村上2723-1

株式会社イトーヨーカ堂八千代店 276-0029 千葉県八千代市村上南1-3-1

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

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

ビッグ・エー八千代大和田店 276-0045 千葉県八千代市大和田561-1

クリエイトエス・ディー京成大和田店 276-0045 千葉県八千代市大和田575-1

ドン・キホーテ八千代店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田138-6

クリエイトエス・ディー八千代台南店 276-0033 千葉県八千代市八千代台南1-8-1

ウエルシア八千代台店 276-0034 千葉県八千代市八千代台西9-1-16

京成ストアリブレ京成八千代台店 276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-1-10

くすりの福太郎八千代台店 276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-5-1 銀泉･八千代台ﾋﾞﾙ1F

イオン八千代緑が丘店 276-0049 千葉県八千代市緑が丘2-1-3

船橋市

習志野市

市外

八千代市
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ウエルシア四街道大日桜ケ丘店 284-0001 千葉県四街道市大日54-11

MEGAドン・キホーテ四街道店 284-0043 千葉県四街道市めいわ2-1-1

セブン-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2-17-1

ウエルシア四街道めいわ店 284-0043 千葉県四街道市めいわ3-1-1

セブン－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4-23-1

ローソン四街道吉岡店 264-0032 千葉県四街道市吉岡1807‐2

ドラックセイムス四街道３丁目店 284-0005 千葉県四街道市四街道3-9-27

ウエルシア四街道津の守店 284-0005 千葉県四街道市四街道津の守1531-2

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

ヤオコー四街道店 284-0001 千葉県四街道市大日429-5

ウエルシア四街道大日店 284-0001 千葉県四街道市大日543-6

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

ナリタヤ食彩館たかの台店 284-0033 千葉県四街道市鷹の台2-36-4

株式会社イトーヨーカ堂四街道店 284-0009 千葉県四街道市中央5

せんどう美しが丘店 284-0045 千葉県四街道市美しが丘1-18-1

ヤックス四街道店 284-0044 千葉県四街道市和良比269-5

ケーヨーデイツー四街道店 284-0044 千葉県四街道市和良比字長作274-1

酒＆業務スーパー四街道店 284-0044 千葉県四街道市和良比字長作275-21

四街道市

市外
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