
※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 十王 セブンイレブン十王友部店 十王町友部１６２４－６ 39-2656
2 十王 セイブ十王店 十王町友部１６３５ 39-0003
3 十王 スーパーたかさき 十王町友部東１－１－１ 39-2048
4 十王 おしゃれの店　山貴 十王町友部東１－１－１０ 39-4129
5 十王 林屋商店 十王町山部９８７ 39-3485
6 十王 菅原薬品 十王町友部１３１４－５ 39-2036
7 十王 よしのや 十王町友部東２－６－１２ 39-2050
8 十王 ファミリーショップ　カミヤ 十王町友部１７ 39-2003
9 十王 和田ストアー 十王町友部１０９－７ 39-2139
10 十王 常陸農業協同組合　十王営農経済センター 十王町伊師本郷４３－１ 39-3602
11 十王 （有）ゆうでん 十王町友部１６２３－１２ 39-6171
12 十王 十王薬局 十王町友部東１－２－１ 39-2061
13 十王 大森カナモノ 十王町友部東２－１－１３ 39-2133
14 十王 理容サイトウ 十王町友部１３６８－１ 39-3949
15 十王 柳下酒店 十王町高原１０９６－４ 070-7472-2270
16 十王 ゆうショップ 十王町伊師本郷１１２４－１ 39-0228
17 十王 ＹＳＰヒロセ 十王町友部２７２３－１ 39-2127
18 十王 ローソン日立十王町伊師店 十王町伊師５７２－２０ 85-6366
19 十王 ツルハドラッグ日立十王店 十王友部町３４７４ 33-9288
20 豊浦 たちばなや商店 川尻町１－１６－１３ 43－5801
21 豊浦 Ｙショップせきね 砂沢町９８９－３ 42－4197
22 豊浦 ㈱カスミ日立豊浦店 川尻町５－３－１７ 43－3696
23 豊浦 ㈱カワチ薬品川尻店 川尻町５－５７－１０ 42－1767
24 豊浦 ドラッグストアマツモトキヨシ日立川尻店 川尻町４－１－６ 43－1117
25 豊浦 金成薬局 川尻町１－３２－２ 43－5723
26 豊浦 セブンイレブン日立川尻町５丁目店 川尻町５－５１－１ 43－7750
27 豊浦 セイコーマート日立川尻店 川尻町６－４９－１２ 42-0086
28 豊浦 セブンイレブン日立砂沢町店 砂沢町２４５－４ 39-4843
29 豊浦 ファミリーマート川尻四丁目店 川尻町４－９－１４ 25-3575
30 豊浦 ファミリーマート日立折笠店 折笠町２３６－１ 44-8722
31 豊浦 (株)ヨークベニマル日立川尻町店 川尻町７－３－１３ 25-3101
32 豊浦 カットハウス　フレンド　 砂沢町１－９ 43-7898
33 豊浦 ㈱　ジェイプランニング 折笠町９００ 85-8270
34 日高 梅澤ストアー 田尻町４－３８－１ 42－6458
35 日高 （有）富川春雄商店 日高町３－１－１１ 42－2571
36 日高 仙石商店 日高町３－１２－７ 42―4608
37 日高 あおい化粧品 日高町１－２９－１２ 42－4767
38 日高 三神商店 小木津町４－１３－８ 42－7104
39 日高 佐々木商店 小木津町５－１４－３ 42－4429
40 日高 （有）マルナカ商店 日高町１－２－６ 42－4406
41 日高 大内精肉店 小木津町４－２４－３ 42－6929
42 日高 ローソン日立田尻町店 田尻町２－３０－６ 43－7263
43 日高 ㈱マスイ 日高町３－１１－１ 42－4221
44 日高 下平新聞店 日高町１－２８－１２ 42－4353
45 日高 ヤマザキショップしが 小木津町２－１２－２４ 42－4895
46 日高 ㈱カスミFOODOFFストッカー田尻店 田尻町３－２６－１３ 43－2600
47 日高 ㈱カワチ薬品田尻店 田尻町４－３６－１０ 43－6887
48 日高 常陸農業協同組合　日高支店 日高町１－２７－２０ 42－4415
49 日高 （有）相田ストアー 相田町３－１－１５ 42－4228
50 日高 セブンイレブン日立日高店 日高町２－１－９ 42－4420
51 日高 セブンイレブン日立北店 日高町４－７－１７ 43－4897
52 日高 セイコーマート日立かみあい店 かみあい町１－４２－１ 43－1115
53 日高 セブンイレブン日立日高町5丁目店 日高町５－１１－１０ 33-8833
54 日高 マルトショッピングセンター田尻店 田尻町５－１４－１ 43-1617
55 日高 くすりのマルト田尻店 田尻町５－１４－１ 43-1313
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56 日高 セブンイレブン日立相田町店 相田町３－２１－１ 43-7114
57 日高 ホームプラザナフコ　日立北店 日高町４－２－１ 44-8621
58 日高 ウエルシア日立小木津店 日高町１－３０－７ 44-8115
59 日高 ファミリーマート日立小木津店 小木津町１－２６－３ 44-7221
60 日高 小さなお店　ＦＩＳ 田尻町３－１７－４ 42-6276
61 日高 ウエルシア日立田尻2号店 田尻町３－２６－１３ 44-7815


