
令和4年7月31日現在

地　区 取　扱　店 住　　　　所 電話番号

日野田町 ケアハウス藤の郷 秩父市日野田町２－２２－３０ ２２－７３６６

シブイチ 秩父市野坂町１－１２－２６ ２２－０６５０

セブンイレブン 西武秩父駅前店 秩父市野坂町１－５４０－６ ２４－７７４１

ファミリーマート 秩父野坂町店 秩父市野坂町２－１６－４８ ２１－０５１６

なでしこ薬局 秩父市野坂町１－１１－２５ ２６－７１０５

日勝電機 秩父市熊木町１２－２１ ２２－２１０７

あさみ商店 秩父市熊木町１２－２５ ２３－３５１５

斎藤薬局 秩父市熊木町２０－１０ ２２－１０４４

本橋商店 秩父市熊木町２１－６ ２４－３０５０

小室商店 秩父市熊木町７－８ ２２－１０８９

したら商店 秩父市上町１－１３－３ ２２－６０１５

矢尾百貨店 秩父市上町１－５－９ ２４－８０８０

魚茂阿部商店 秩父市上町２－１－１ ２２－１５２９

ローソン 秩父上町三丁目店 秩父市上町３－５－１２ ２５－２５６４

秩父経木 秩父市中町１２－１２ ２２－０２５４

アサカ電器 秩父市中町８－１１ ２２－０８３４

ファミリーマート 秩父本町店 秩父市本町１－１ ２１－０５８５

麻屋商店 秩父市本町３－６ ２２－２５５５

ドラッグストアセキ 秩父店 秩父市宮側町１０－７ ２７－３２００

丸眞 秩父市宮側町１３－３ ２２－３５０５

清水金物 秩父市宮側町１５－１４ ２２－５３０７

セブンイレブン 秩父宮側町店 秩父市宮側町１５－１６ ２５－７２５５

福島商店 秩父市宮側町２４－１２ ２２－１７６４

鈴木燃料 秩父市宮側町５－５ ２２－５３１４

宮前 秩父市番場町１６－８ ２２－４７１８

保泉ビニール 秩父市番場町７－２ ２２－５８２５

朝日屋 秩父市番場町８－１６ ２２－０９２２

富田商店 秩父市上野町２９－１４ ２２－１６４８

モンマートいのうえ 秩父市上野町３６－１ ２２－０９７０

ファミリーマート 秩父上野町店 秩父市上野町３９－５ ２１－０９２２

サンドラッグ 秩父店 秩父市上野町８０５－１ ２１－２３２１

ヤオコー 秩父上野町店 秩父市上野町８０５－１４ ２１－２３１１

ベルク 東町店 秩父市東町１２－１ ２２－２５６０

坂上商店 秩父市東町１７－２０ ２２－０４６４

すぎた 秩父市東町１８－１５ ２２－０４５７

高橋商会 秩父市東町２２－１ ２２－３１２２

福井葬祭 秩父市東町３３－８ ２２－０９７１

ギフトハウスタカノ 秩父市中村町１－７－１８ ２３－８２２２

魚富商店 秩父市中村町２－６－２７ ２２－３２８０

優美社 秩父市中村町２－８－２７ ２２－２３３１

Olympic 秩父市中村町４－３ ２５－３８１０

ドラッグストアマツモトキヨシ 秩父公園橋店 秩父市中村町４－３－１５ ２２－９５３１

ベルク 公園橋店 秩父市中村町４－３－２４ ２５－６６６６

桜木町 河端酒店 秩父市桜木町１８－２ ２２－１２３５

飯田屋 秩父市永田町１２－２３ ２２－０６１２

ヤオヨシ永田店 秩父市永田町５－２５ ２５－６２００

ドラッグイチワタ 秩父永田店 秩父市永田町５－２８ ２５－３２８８

阿保町 カネキ柳田 秩父市阿保町１０－１２ ２３－５５３４

サカモトストア 秩父市大畑町１７－３７ ２２－２８５５

奥村商店 秩父市大畑町７－５ ２２－１４９０

滝の上町 ローソン 秩父滝の上町店 秩父市滝の上町２－３ ２７－２８１８
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地　区 取　扱　店 住　　　　所 電話番号

セブンイレブン 秩父上宮地店 秩父市上宮地町２５－１３ ２４－８８４５

ウエルシア 秩父宮地薬局 秩父市上宮地町２６－１５ ２７－０１７２

棒屋金物店 秩父市上宮地町３－６ ２３－０８８５

武蔵屋 秩父市上宮地町９－１９ ２３－６３４８

中宮地町 ファミリーマート 秩父中宮地店 秩父市中宮地町８－４ ２１－１５５５

ケーヨーデイツー 秩父店 秩父市下宮地町１４－２２ ２４－７４７７

ベルク 宮地店 秩父市下宮地町１９－１６ ２３－５５１１

八木商店 秩父市寺尾２０２９－７ ２３－９２３１

尾張屋 秩父市寺尾２６８－３ ２２－１２０１

ちちぶ農協 秩父農産物直売所 秩父市寺尾３２３６－２ ２７－２２７０

セブンイレブン 秩父寺尾店 秩父市寺尾５５－２ ２４－２７７７

ローソン 秩父下寺尾店 秩父市寺尾８９７－５ ２５－２０１３

蒔田 セブンイレブン 秩父蒔田店 秩父市蒔田２２７1－１ ２２－１２５０

ドラッグストアセキ 大野原店 秩父市大野原１０５８－１ ２６－７２７７

セブンイレブン 秩父大野原店 秩父市大野原１２７５－１ ２４－８８７７

神林書店 秩父市大野原１９０４－６ ２３－３１８８

きくや酒店 秩父市大野原２９５０ ２４－７７１４

石木戸商店 秩父市大野原５３３－１ ２４－０５００

ドラッグストアマツモトキヨシ 秩父大野原店 秩父市大野原６９５－２ ２５－０６６６

かめや荒巻商店 秩父市大野原９１９ ２２－２７５２

秩父薬局 秩父市大野原９６６ ２２－５５３３

コメリハード＆グリーン 秩父黒谷店 秩父市黒谷１０９８－１ ２７－７８００

ウエルシア 秩父黒谷薬局 秩父市黒谷１０８０ ２７－０８１１

田口商店 秩父市黒谷３０５－１ ２２－３７７６

セブンイレブン 秩父黒谷店 秩父市黒谷３３１－１ ２３－１１５５

大黒屋商店 秩父市山田１５６４－３ ２４－８１８５

若林商店 秩父市山田２５９７－２ ２２－０４８９

荒川水産 山田店 秩父市山田２６３０－１ ２３－８９３６

セブンイレブン 秩父山田店 秩父市山田２６６９－７ ２２－７１２３

今泉薬局 秩父市山田２７０６－４ ２２－１３３９

栃谷 栗島商店 秩父市栃谷７４６－３ ２２－１８７３

ちちぶ農協 中央配送センター 秩父市太田２６２７－１ ６３－２００１

ドラッグセイムス 秩父太田店 秩父市太田２９７－１ ６３－１５１１

ヤオヨシ 太田店 秩父市太田４０４ ６３－１７１７

セブンイレブン 秩父太田店 秩父市太田４２８ ６２－０７４３

コメリハ－ド＆グリ－ン 秩父太田店 秩父市太田８８７－２ ６２－５７００

堀切 岡田屋商店 秩父市堀切３２６－２ ６２－０７４４

カインズホーム 秩父店 秩父市上影森１５１ ２５－１７７７

ウエルシア 秩父影森薬局 秩父市上影森３０６ ２１－１４８８

セブンイレブン 秩父巴川橋店 秩父市上影森７４７－８ ２２－７０１１

クスリのアオキ 下影森店 秩父市下影森１１９８ ２６－６５６１

ドラッグストアマツモトキヨシ 秩父影森店 秩父市下影森７３８－８ ２２－６７８７

ベルク 秩父影森店 秩父市下影森７３９－１ ２１－３２００

セブンイレブン 秩父影森店 秩父市下影森９００－１７ ２４－０７１１
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地　区 取　扱　店 住　　　　所 電話番号

ニットの店ナカムラ 秩父市下吉田４９７ ７７－０１１９

吉田屋菓子店 秩父市下吉田６７１６ ７７－００２８

Ｙショップいづみや 秩父市下吉田６７６５ ７７－００１３

セブンイレブン 秩父吉田町店 秩父市吉田久長１６４－１ ７７－１２１０

龍勢茶屋 秩父市吉田久長３４ ７７－１５５５

松本商店 秩父市上吉田４３１３－４ ７８－０３０３

風間商店 秩父市上吉田４３２２－２ ７８－００１３

串田商店 秩父市吉田石間２６３２ ７７－０８９１

新井商店 秩父市吉田石間３２２－２ ７７－０７９２

みやま商店 秩父市大滝３９２８－６ ５５－０４５３

ファミリーマート 道の駅大滝温泉店 秩父市大滝４２７７－８ ５３－２０１１

櫻井太伝治商店 秩父市荒川上田野１４６７－１ ５４－１００６

ラコマート 荒川店 秩父市荒川上田野９５６－１ ５４－３０１１

ローソン 荒川上田野店 秩父市荒川上田野９７８－８ ５３－４０３３

ローソン 秩父荒川上田野店 秩父市荒川上田野６３９－３ ５４－０８６３

ちちぶ農協 荒川農産物直売所 秩父市荒川上田野１４３２－１ ５４－１２５０

もっちゃん 秩父市荒川日野１９８－１ ５４－１１４２

新井商店 秩父市荒川白久１１０２ ５４－０２３４

荒川水産 日向店 秩父市荒川贄川３４３－３ ５４－０９４０
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