
※取扱い品目、在庫状況等は販売店に直接御確認ください。

番号 地区 販売店名 所在地 電話番号
1 南部 カインズ日立店 留町１２７０－２ 28－1000
2 南部 あさやたばこ店 久慈町３－９－２２ 54－1480
3 南部 高野商店 大みか町１－２９－１ 52－0050
4 南部 ローソン日立神田町店 神田町１０８８－１ 53－7799
5 南部 ヒラネ金物 大みか町２－２２－３１ 52－4565
6 南部 ㈱かわねや南高野店 南高野町２－１－１ 53－7777
7 南部 （有）明治屋 久慈町３－９－１０ 53－6868
8 南部 鈴木商店 石名坂町２－２１－１９ 52－5213
9 南部 ニシムラデンキ 南高野町３－１－２ 52－5962
10 南部 麻屋米穀店 久慈町４－１１－２０ 52－3127
11 南部 クロサワウェルネスホ-ム(株) 石名坂町１－５０－２０ 52－2446
12 南部 丸仙商店 久慈町１－８－４ 52－3653
13 南部 ピュアライフねもと 久慈町６－８－１３ 52－1181
14 南部 仲屋商店 久慈町３－３－１０ 52－2406
15 南部 米屋商店 大和田町１－７－２１ 52－2724
16 南部 内山商店 大みか町６－１１－５ 52－2400
17 南部 やまがた書店 久慈町３－５－１０ 52－3145
18 南部 杉山商店 南高野町３－１７－８ 52－3661
19 南部 ちのね商店 久慈町３－２１－１０ 52－2315
20 南部 鈴木精米所 久慈町３－２３－２６ 52－3334
21 南部 セイコーマートくろさわ店 久慈町６－９－１３ 52－9306
22 南部 菓子処かわさき 久慈町３－１２－２ 52－3356
23 南部 セブンイレブン日立大みか３丁目店 大みか町３－２２－７ 53－1877
24 南部 （有）米屋商店 久慈町３－１８－９ 52－3277
25 南部 澤信米穀店 久慈町３－２３－２４ 52－4157
26 南部 セブンイレブン日立久慈町６丁目店 久慈町６－６－１０ 54－3771
27 南部 常陸農業協同組合みなみ資材センター 大和田町１９９２ 87－6001
28 南部 笹屋 大和田町１－７－３８ 52－2652
29 南部 沢畠商店 久慈町６－８－１５ 52－3810
30 南部 (有）五来精肉店 久慈町３－１２－３ 52－2341
31 南部 綜合衣料　あいざわ 下土木内町６４－３ 53－2031
32 南部 永盛文具店・久慈店 久慈町３－３３－１０ 53－5246
33 南部 セイコーマート日立南店 大和田町９０２－５ 53－3311
34 南部 渡兵商店 久慈町３－４－９ 52－2308
35 南部 髙野精米所 大和田町１－１０－１７ 52－2581
36 南部 でんきのきくち 久慈町６－２６－３ 53－2194
37 南部 ＦＩＳＨ＆ＰＬＡＮＴＳ　魚工房 大みか町３－２３－３ 52－6681
38 南部 セブンイレブン日立南高野町店 南高野町１－９－４３ 54－0717
39 南部 セブンイレブン日立石名坂町店 石名坂町２－４５－１１ 54－3711
40 南部 ㈱ベイシア　　日立店 留町１２７０－２ 27－1110
41 南部 デイリーヤマザキ日立みなと町店 みなと町５７７９－１４ 52-6211
42 南部 ローソン日立大みか四丁目店 大みか町４－４２１－２ 52-7706
43 南部 セブンイレブン日立港前店 久慈町１－５－１ 54-1170
44 南部 ツルハドラック日立大みか店 大みか町３－２４－１ 28-0268
45 南部 サンユーストアーおおみか店 大みか町４－９－１５ 32-5121
46 南部 セブンイレブン日立留町店 留町１１５７ 54-3606
47 南部 ウエルシア日立南高野店 南高野町２－１５－１ 29-3955
48 南部 ひたち南ドライブイン 大和田町２１７３ 28-1010
49 南部 ローソン日立久慈町二丁目店 久慈町２－３０－７ 54-0051
50 南部 クスリのアオキ　大みか店 大みか町４－２６－１５ 33-5335
51 南部 ファミリーマート日立南インター店 大和田町２３５０－１ 29-1654
52 南部 セイコーマート　日立おおみか店 大みか町２－２６－２ 52-0822
53 南部 ローソン日立大みか六丁目店 大みか町６－２－３８ 59-3911
54 南部 クスリのアオキ南高野店 南高野町２－１６－４１ 59-3755
55 市外 カスミ高萩店 高萩市大字安良川字柳１８１ 0293-23-2711
56 市外 イオンリテール㈱　イオン高萩店 高萩市安良川２３１－１ 0293-24-3111
57 市外 イオンリテール株式会社　イオン東海店 東海村舟石川駅東４－１－１ 029-287-3311
58 市外 ㈱カンセキ高萩店 高萩市安良川１５５－１ 0293-20-1311
59 市外 マツモトキヨシ　高萩安良川店 高萩市安良川１９３ 0293-22-5051
60 市外 カスミフードスクエア舟石川店 那珂郡東海村東海３－１－２５ 029-283-4111
61 市外 セブン-イレブン高萩安良川新町店 高萩市安良川７６２－１ 0293-44-3711
62 市外 ホ－ムセンタ－山新常陸太田店 常陸太田市中城町西鯉沼３０００－１ 0294-72-8000
63 市外 ホームセンター山新　東海店 那珂郡東海村舟石川駅東４－２－１ 029-229-1001
64 市外 ウェルシア高萩安良川店 高萩市安良川２１４－１ 0293-20-4008
65 市外 大部紙店 常陸太田市小沢町２２９０－２ 0294-74-5026
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