
令和４年８月１日現在

住所 販売店名 電話番号

あ 新屋45－2 ファミリーマート小田原新屋店 39-2281
新屋101－9 ㈲アルテセトフサ 42-9906

い 飯泉484－1 ミニストップ小田原東インター店 48-1515
飯泉731 古谷商事㈲　 48-0111
飯泉857－1 ミニストップ小田原飯泉店 45-0061
飯泉993－1 ファミリーマート小田原飯泉橋店 46-0630
飯泉1217－3 セブンイレブン小田原飯泉店 47-8930
飯田岡39 ヤオマサ㈱蛍田店 37-2011
飯田岡73－20 セブンイレブン飯田岡店 36-2527
飯田岡132－7 セブンイレブン富水店 36-3089
飯田岡380 かながわ西湘農業協同組合富水支店 36-2184
飯田岡441 石川商店 36-2279
飯田岡543 山崎屋 36-2019
飯田岡617－1 セブンイレブン小田原飯田岡駅南店 35-7037
板橋180 矢野光信堂薬局 22-5256
板橋191 ビーバートザン小田原店 23-3611
板橋592 小杉商店 22-0370
板橋618 かながわ農業協同組合板橋事業所 23-1088
板橋632 パナップヤマグチ 24-1735
板橋636 ㈱宝パン 22-9101
板橋652 丸由商店 22-2782
板橋683 ㈲常盤商店 22-8449
石橋2－12イ かながわ農業協同組合石橋事業所 22-2275

え 江之浦118－4 ローソン西湘江之浦店 29-1560
江之浦361－29 かながわ農業協同組合江之浦事業所 22-2275

お 扇町1－13－31 植田酒店 34-4333
扇町1－27－28 ㈲大山金造商店 34-5732
扇町1－6－8 ㈲土方商店 34-8871
扇町2－5－7 石塚酒店 35-3066
扇町2－32－23 セブンイレブン小田原扇町2丁目店 35-5717
扇町3－13－8 ローソン小田原扇町3丁目店 35-5474
扇町3－5－22 かながわ西湘農業協同組合足柄支店 35-3518
荻窪300 市役所2階総合案内（㈱オービーエム管財） 33-1302
荻窪370－1 ミニストップ小田原荻窪店 32-1577
荻窪447－1 マックスバリュ小田原荻窪店 35-5231
荻窪473 ファミリーマート小田原荻窪店 66-2405
荻窪531－7 冨田酒店 34-6635
荻窪588-1 ファミリーマートおかべ荻窪店 34-4208
小竹2444－3 ミニストップ小田原小竹店 43-0619

か 風祭107－1パノラマハイツ第2 1Ｆ ㈲アキヤマ不動産 22-4869
風祭156－1 ㈱ローソン小田原風祭店 22-0279
風祭242 かながわ西湘農業協同組合大窪支店 24-2318
風祭259－1 ㈲守屋商店 23-3801
風祭286－3 秋万商店 22-7241
上新田11－1 セブンイレブン小田原上新田店 48-7117
上曽我120 かながわ西湘農業協同組合曽我支店 42-3574
鴨宮26 デイリーヤマザキ鴨宮駅北口店 46-0470
鴨宮168 セブンイレブン小田原鴨宮北店 49-0150
鴨宮345－8 ファミリーマート鴨宮巡礼街道店 46-0106
鴨宮356 ローソン小田原鴨宮店 49-3963
鴨宮627 かながわ西湘農業協同組合
鴨宮627 かながわ西湘農業協同組合下府中支店 47-4831
鴨宮639－1 ヤオマサ鴨宮店 49-1230
栢山366 セブンイレブン小田原東栢山店 37-5776
栢山403－2 小田原百貨店栢山店 36-8566
栢山403－2 小田原百貨店栢山店ハロードラック栢山店 39-1120
栢山834 ㈱中戸川清商店 36-0717
栢山2060 ローソン・スリーエフ小田原東栢山店 38-3172
栢山2648 セブンイレブン小田原栢山駅前店 37-0711
栢山3327－1 セブンイレブン小田原栢山店 37-8807
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栢山3329 ｏｄａｋｙｕＯＸ栢山店 37-6700
き 北ノ窪381－1 ローソン小田原北ノ窪店 35-3550
く 久野86 松本商店 34-2070

久野150－5 ヤオマサ㈱久野店 35-5131
久野186 セブンイレブン小田原久野店 35-1100
久野371 大山屋 34-0027
久野421 かながわ西湘農業協同組合久野営農経済センター 34-5363
久野444 カシワヤドラッグ 35-2516
久野452－1 米＆リカー  オクツ 34-2523
久野470－1 ファミリーマート久野店 34-8186
久野1123 ファミリーマートハセガワ久野店 34-1396
久野2295－2 ㈲小酒部商店 34-9574
久野2735－11 落合商店 34-2742
久野2927 ㈲山聖 35-3587
桑原213－1 セブンイレブン小田原255西大友店 36-7011
桑原520－1 セブンイレブン小田原桑原店 39-3777
桑原629－1 セブンイレブン小田原桑原北店 39-1777

こ 国府津2－2－28 ローソン小田原国府津2丁目店 48-1800
国府津3－1－14 ベイスターズ国府津店 47-2318
国府津1665 ローソン・スリーエフ国府津岡店 48-8875
国府津1669 かながわ西湘農業協同組合国府津支店 47-4178
国府津1884－3 コープかながわ国府津店 48-8237
国府津1920 セブンイレブン小田原国府津北店 47-0047
国府津2489－1 森商店 47-2836
国府津2494－1 ファミリーマート小田原国府津店 48-1153
国府津2734－4 ㈲広沢商店 47-4535
国府津2769 セブンイレブン小田原国府津西店 48-6860
寿町1－1－12 ㈲オーイーシー 35-9598
寿町3－2－6 セブンイレブン小田原寿町町田店 35-7011
寿町3－6－5 セブンイレブン小田原寿町3丁目店 32-2388
寿町3－14－16 サークルＫ小田原寿町店 35-0220
寿町4－4－4 トラン菓子店 34-4859
小八幡1－3－6 ㈲本多米穀店ストア 47-2420
小八幡1－4－17 力石酒店 47-3046
小八幡2－2－40 清水屋商店湘南ストア 47-6278
小八幡2－28－3 小八幡米穀店 47-3359
小八幡2－33－1 栗原酒店 47-2013
小八幡2－8－28 ㈲内田屋商店 47-1144
小八幡4－5－7 セブンイレブン小田原小八幡4丁目店 47-6917
小八幡767－5 ファミリーマート小田原小八幡店 46-1077

さ 栄町1－1－15　 ローソンミナカ小田原店 42-9439
栄町1－2－1 ファミリーマート小田原駅東口店 21-0767
栄町1－2－6 ㈲まると 24-2858
栄町1-2-10秋山ビル1F ㈱ういろう駅前店調剤薬局 24-0268
栄町1－2－17 ｏｄａｋｙｕＯＸ小田原店 23-3131
栄町1－5－20 セブンイレブン小田原お堀端店 24-6650
栄町1－14－10 ㈱石見屋紙業 23-1438
栄町1－14－48 ㈱中村屋 24-2211
栄町1－15－54 ファミリーマート小田原栄町店 21-1220
栄町2－1－8 セブンイレブン小田原東通り店 24-7660
栄町2－1－30 ローソン小田原駅前店 24-9290
栄町2－3－15 ㈱丸高 22-4181
栄町2－5－23 ローソン小田原栄町2丁目店 24-1142
栄町2－9－24 ㈲電業社 23-1411
栄町2－9－39 合同会社　西友 23-7211
栄町2－9－41 ㈱瀬戸房 24-2282
栄町2－12－19 ローソン小田原竹の花店 43-8255
栄町2－13－3 ㈱伊勢治書店 22-1366
栄町2－13－16 銀座コミュニティースクエアー 22-0661
栄町2－13－57 小田原電機㈱ 22-2942
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栄町3－14－16 ㈲中村屋多田商店 22-6212
栄町3－16－3 ㈲八百一 22-2801
栄町4－8－1 中川萬吉商店 22-2305
酒匂1－1－9 ㈲竹内燃料金物店 47-3756
酒匂2－13－22 ファミリーマート小田原酒匂店 48-0362
酒匂2－36－21 末広製菓舗 48-5470
酒匂2－41－34 ローソン小田原酒匂店 49-9080
酒匂3－3－2 ㈲須藤松重商店 47-3244
酒匂4－8－13 飯島たばこ店 47-4002
酒匂5－5－19－8 ファミリーマート小田原東町店 30-1309
酒匂5－5－28 ㈲絹屋酒店 47-3467
酒匂5－16－2 かながわ西湘農業協同組合酒匂支店 48-7881

し 下大井385－1 セブンイレブン小田原下大井店 37-1211
下大井487－1 ミニストップ小田原下大井店 38-3237
下堀53－1 ファミリーマート小田原下堀店 41-1567
下堀89－1 セブンイレブン小田原下堀西店 42-7600
下堀184－2 セブンイレブン小田原下堀店 42-7102
城山1－1－1 ベルマート小田原店 20-0271
城山1－3－14 セブンイレブン小田原城山1丁目 35-5170
城山1－18－16 ㈲神尾酒店 34-6248
城山4－24－6 かんぜクリーニング 22-2334

そ 曽我岸98 川久保弘商店 42-0600
曽我岸293－4 ㈲兄弟寝装 42-0126
曽我光海20 スーパーミニトマト 42-1558
曽我別所640 曽我屋商事㈱ 42-0817
曽我別所778－1 かながわ西湘農業協同組合下曽我営農経済センター 42-0747
曽我谷津621 ㈲内山酒店 42-0826
曽我谷津709-1 セブンイレブン小田原曽我店 49-3901
曽我原543－3 ミニストップ小田原曽我原店 41-4710
曽我原560 ㈱相模屋商店 42-0755
曽比1843 ヤマザキショップ小田原曽比店 38-0774
曽比2171－1 かながわ西湘農業協同組合桜井支店 36-0306
曽比2652 佐々木ストアー 36-4215

た 高田654 市川商店 42-1057
多古373－1 セブンイレブン小田原多古店 35-6707
田島11－1 ファミリーマート小田原たじま店 42-5931
田島132 ㈲サンイヨ商事 47-3093

ち 千代118 かながわ西湘農業協同組合上府中支店 42-1007
千代161 ㈲兄弟寝装千代店 42-2545
千代327 ㈲マイショップ  スミヤ 42-1002

な 中里123－5 遠藤酒店 47-2903
中里174 セブンイレブン小田原中里店 47-4355
中里401 ふじみや 42-2643
中新田297－1 ㈱ベスト商会 48-6272
中曽根66 ファミリーマートＦＣ小田原中曽根店 39-2200
中曽根192 加藤丈司商店支店 36-8800
中町1－10－8 ヤオマサ㈱中町店 23-0354
中町1－10－11 ㈱陽光 32-2411
中町1－14－16 田中屋酒店 22-5521
中町3－11－25 ファミリーマート小田原中町店 21-0911
中村原7－1 セブンイレブン小田原中村原店 43-0171
中村原277 いしよねストアー 43-0706
中村原398－1 ファミリーマート小田原中村原店 44-1580
中村原471－6 きしストアー 43-1754
中村原739 かながわ西湘農業協同組合下中支店 43-0312
成田36－6 ファミリーマート小田原成田店 39-3078
成田200 かながわ西湘農業協同組合豊川支店 36-3166
成田326 ㈲柏木酒店 36-0077
成田394－2 ㈲中井 36-6825
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成田431－6 セブンイレブン小田原成田北店 37-1772
成田475－15 ローソン小田原成田南店 27-3511
成田492 ㈲桐山商事 36-5537
成田646－1 サンクス小田原成田店 42-6703
成田794－2 サンクス小田原桑原店 39-2550

に 西大友130 新鮮館小田原 38-0800
西酒匂2－9－18 セブンイレブン小田原酒匂店 49-1883

ね 根府川118－1 かながわ西湘農業協同組合片浦支店 29-0011
は 羽根尾11 石川菓子店 43-0618

羽根尾22 たたみや商店 43-0159
浜町1－2－5 ㈱小田原ジムキ 23-0105
浜町1－11－24 新木電機商会 24-2355
浜町4－1－7 ㈱田中屋本店 22-5545
浜町1－16－13 ㈲新玉屋 22-4012
浜町2－17－3 箱根屋長峰酒店 23-2333
浜町3－11－28 ㈲伊東酒店 22-5985
浜町3－12－43 ローソン小田原浜町店 22-2717
早川1－13－14 セブンイレブン小田原早川駅前店 22-3766
早川1－16－12 かながわ西湘農業協同組合早川支店 22-3966
早川3－1－1 ㈱かのや今井本店 24-2002
早川3－22－8 セブンイレブン小田原早川店 23-5321
早川167 大津屋商店 24-0202

ひ 東町5－13－34 セブンイレブン小田原東町5丁目店 34-0261
へ 別堀96－8 セブンイレブン小田原別堀店 42-7157
ほ 堀之内207 ファミリーマート富水駅前店 39-1650

堀之内334 ビーバートザン富水店 37-5500
本町1－6－17 小田原小売酒販組合
本町1－9－47 ㈱瀬戸米穀店 22-4125
本町1－13－17 ㈱ういろう 24-0560
本町2－1－34 ローソン小田原本町店 23-3715
本町2－7－6 セブンイレブン小田原本町店 24-2101
本町2－13－11 なかやま薬局 22-3246
本町3－6－20 ㈱杉兼商店 22-5051
本町4－2－48 ㈱済生堂薬局小西本店 22-2014
本町4－6－36 ㈲箱根屋酒店 22-6416

ま 前川183－13 ヤオマサ㈱ 47-8000
前川438 石塚省吾商店 43-0341

み 南鴨宮2－16－4 美登利屋 47-5323
南鴨宮2－44－3 ㈲さえんふーず 48-2811
南鴨宮2－44－8 かのや今井酒店 47-2826
南鴨宮3－6－11 ココストア鴨宮駅前店 48-6446
南鴨宮3－16－20 セブンイレブン小田原南鴨宮店 48-7363
南鴨宮3－51－1 セブンイレブン小田原鴨宮駅南店 49-0551
南町2－1－53 セブンイレブン小田原南町店 22-8455
南町3－8－15 金目屋酒店 22-2340
南町4－10－20 ローソン小田原南町店 23-1666

れ 蓮正寺103－5 サンクス小田原蓮正寺店 39-3588
蓮正寺307－1 セブンイレブン小田原蓮正寺店 37-0727
蓮正寺335 ㈲かどや酒店 36-2601
蓮正寺352－1 さえんふーず蛍田店 38-3080
蓮正寺370 ヤオカズ 36-1210
蓮正寺470－220 ファミリーマート小田原蛍田店 36-3904

市外 南足柄市沼田13－6 ファミリーマート南足柄沼田店 31-0411
南足柄市岩原293－1 セブンイレブン南足柄岩原店 72-1828
足柄上郡大井町金子312 ヤオマサ大井町店 83-1131
足柄上郡大井町西大井791－3 サークルＫ足柄西大井店 85-5057
足柄上郡大井町金子1644－1 セブンイレブン大井町金子店 82-7077
足柄上郡中井町遠藤268－12 セブンイレブン中井町遠藤店 81-7110
足柄下郡箱根町湯本386－33 ファミリーマート箱根湯本店 0460-85-6817
中郡二宮町百合が丘1－12－1 セブンイレブン二宮インター店 0463-70-1770
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