
一号舘　堀木店 堀木二丁目9-18 059-354-3326 一号舘　坂部店 東坂部町下り1652 059-332-1681

一号舘　四日市店 中部1-8 059-353-8145 中日新聞　三重平竹内専売店 三重三丁目123 059-331-0004

有限会社中川無線 沖の島町2-9 059-352-8811 中日新聞　生桑　黒川専売店 西坂部町4578-2 059-331-9978

スーパーサンシ　一番街店 諏訪栄町3-11 059-351-3434 株式会社ドラッグスギヤマ坂部店 東坂部町字谷田1596-1 059-334-1281

四日市市総合会館売店 諏訪町2-2 059-354-8081 ライスショップ　さかざき 東坂部町1724-4 059-331-4845

ローソン四日市昌栄町店 昌栄町208 059-351-6831 スーパーサンシ　いくわ店 生桑町榎下167-1 059-331-3434

ヒラク商店 稲葉町4-28 059-352-3310 マックスバリュ生桑店 生桑町149-1 059-331-1400

ローソン四日市堀木店 堀木二丁目537 059-356-0463 ファミリーマート四日市東坂部店 東坂部町1571番地7 059-330-5870

ミニストップ四日市浜田町店 浜田町9-3 059-356-4711 ファミリーマート四日市小杉町店 小杉町字東浦1293番地1 059-334-8095

ファミックス　さとう 中町4-12 059-351-5110

アピタ四日市店 安島一丁目3-31 059-355-6711 一号舘　松本店 松本二丁目6-22 059-353-2551

ファミリーマート四日市鵜の森店 九の城町4番25号 059-356-8107 株式会社中日三重サービスセンター四日市営業所 ときわ五丁目2-48 059-352-7023

ファミリーマート四日市尾上町店 尾上町20番地１６ 059-350-8133 ローソン四日市ときわ店 ときわ四丁目8-4 059-354-3991

ファミリーマート四日市堀木一丁目店 堀木一丁目1番26号 059-350-1572 有限会社田中リビング 青葉町800-62 059-352-9026

ファミリーマートＪＲ四日市駅前店 朝日町6番6号 059-350-3545 北村たばこ店 石塚町7-35 059-352-9125

ファミリーマート近鉄四日市駅西店 安島1－2－18　三誠ビルディング 059-359-5537 ドラッグスギヤマときわ店 城西町15-38 059-350-8871

ファミリーマート近鉄四日市駅前ふれあいモール店 安島一丁目1－56 059-356-8062 ドラッグスギヤマ久保田店 久保田一丁目6-56 059-350-2121

ファミリーマート近鉄四日市駅前店 安島一丁目31－1 059-359-4166 一号舘　ときわ店 赤堀三丁目6-12 059-359-6800

ファミリーマート鵜の森二丁目店 鵜の森2-9-9 059-350-1265 ローソン四日市中川原店 中川原三丁目8-1 059-356-2800

ローソン四日市城北町店 城北町4-14 059-356-5015

ファミリーマート名四午起店 高浜新町2番21号 059-330-5512 ローソン四日市芝田店 芝田一丁目904-1 059-356-9160

ピアゴ久保田店 久保田一丁目3-25 059-354-3681

株式会社服部電器　四日市（営） 大字西阿倉川1096 059-331-7232 セブンイレブン四日市城東町店 城東町18番11号 059-351-7877

中日新聞　阿倉川　山﨑専売店 東阿倉川405-1 059-331-0920 ローソン四日市ときわ一丁目店 ときわ一丁目7-7 059-353-5822

ピアゴ阿倉川店 阿倉川町15-27 059-332-0011 ファミリーマート四日市青葉町店 青葉町800番地296 059-356-8078

ファミリーマート四日市三ツ谷東町店 三ツ谷東町7番17号 059-330-5051 ファミリーマート四日市城西町店 城西町15番46号 059-356-9507

ファミリーマート四日市東阿倉川店 東阿倉川762－1 059-330-1885

ファミリーマート四日市西阿倉川店 大字西阿倉川字上野311－1 059-330-5037 中日新聞　塩浜　橋場専売店 御薗町二丁目67 059-345-2616

ミニストップ四日市中里店 中里町28-2 059-354-1003

有限会社ハットリビジネス 羽津山町190 059-331-6172

中日新聞　四日市羽津山本専売店 大宮町13-3 059-333-2731 藤田屋 河原田町2120-5 059-345-5033

マックスバリュ阿倉川店 山手町3289-1 059-332-4711 ミニストップ四日市河原田店 河原田町1286-2 059-346-8661

ローソン四日市羽津山店 羽津山町2-11 059-332-3164

有限会社ダイヤ米穀 小古曽四丁目2-2 059-345-1151

中日新聞　富田生川専売店 富田一丁目22-5 059-364-5511 中日新聞　内部　山口専売店 釆女町2061 059-346-0658

東川建設有限会社 釆女町1815-1 059-346-4534

イオン四日市北店 富州原町2-40 059-361-6000 ファミリーマート四日市釆女が丘店 釆女が丘一丁目16番地 059-349-4111

ミニストップ四日市天ヵ須賀店 天ヵ須賀四丁目3-2 059-363-2551 ファミリーマート四日市おごそ東店 小古曽二丁目1番10号 059-349-5001

かもじや 富田一色町28-31 059-365-2472 ファミリーマート四日市小古曽二丁目店 小古曽二丁目31番11号 059-349-1717

ファミリーマート四日市松原町店 平町1番15号 059-361-0525 ファミリーマート国一うねめ店 釆女町3240番地 059-349-0620

Ｆ✩ＭＡＲＴ大矢知店 大矢知町字下沢965-1 059-364-3355 中日新聞　四日市南部　松井専売店 日永西一丁目16-15 059-349-0770

スーパーサンシ　大矢知店 大矢知町字斎宮谷1749 059-363-6634 スーパーサンシ　カヨー店 日永四丁目2-41 059-346-3434

ローソン四日市大矢知店 大矢知町字大城3120-1 059-363-6239 イオン日永店 日永四丁目2-41 059-346-8111

ヤマナカ四日市富田フランテ館 西富田町字大宮田249-12 059-363-1146 セブンイレブン四日市日永西5丁目店 日永西五丁目18番9号 059-347-1334

ミニストップ四日市垂坂店 垂坂町2025 059-334-3524 マックスバリュ四日市泊店 泊小柳町4番5-1 059-348-1600

マックスバリュ大矢知店 大矢知町字下沢988 059-363-2177 ファミリーマート日永西四丁目店 日永西四丁目18-2 059-349-5115

ファミリーマート四日市十志町店 十志町125番地1 059-361-6997 ファミリーマート四日市泊山崎店 泊山崎町1番33号 059-348-7080

ファミリーマート四日市泊村店 泊山崎町15番1号 059-348-7755

中日新聞　あかつき若杉専売店 中村町2253-1 059-365-5893 ファミリーマート四日市日永店 日永東三丁目1番26号 059-348-5017

キミ美容室 広永町1096 059-364-6137 ファミリーマート四日市追分一丁目店 追分一丁目1番25号 059-349-1828

ローソン四日市あかつき台店 あかつき台二丁目1-3 059-338-1900

ファミリーマート四日市広永町店 広永町1170－1 059-361-7500 有限会社繁八酒店 笹川一丁目282-13 059-321-6910

一号舘　高花平店 高花平二丁目1-37 059-321-0512

マックスバリュ山城店 山城町字西大谷728-1 059-336-2731 中日新聞　笹川　杉戸専売店 笹川五丁目65-13 059-321-5516

ミニストップ四日市朝明店 四日市市朝明町508-1 059-338-0230 中日新聞　四日市西部　矢田専売店 高花平二丁目1-14 059-321-0612

ファミリーマート四日市あかつき台北店 山城町字高見882番地の50 059-336-3388 株式会社ドラッグスギヤマ笹川店 西日野町字八幡1595 059-322-8111

スーパーサンシ　サンビーム店 笹川五丁目65-2 059-321-4134

斉藤石油店 西村町2564 059-339-0312 マックスバリュ笹川店 室山町字八反田560 059-322-9980

一号舘　大長店 高見台一丁目5-5 059-339-1588 笹川団地管理サービス事務所 名古屋市中区正木3丁目5番30号 052-350-2860

中日新聞　四日市保々　佐々木専売店 まきの木台1-11 059-339-7793 ファミリーマート四日市東日野店 東日野二丁目4番12号 059-320-2121

Ｆ☆ＭＡＲＴ小牧店 小牧町2751 059-339-7760 ファミリーマート四日市笹川通り店 笹川二丁目107番地 059-320-1787

中日新聞　四日市あがた　前川専売店 平尾町3503 059-325-3110 庄五郎商店 山田町2300-1 059-328-1017

セブンイレブン四日市上海老町店 上海老町834-1 059-327-2333 有限会社市川住宅設計事務所 鹿間町396 059-328-8066

ファミリーマート四日市上海老町店 上海老町1901－4 059-325-3877

ファミリーマート四日市上海老店 上海老町1633番地80 059-325-2118 ミニストップ四日市水沢店 水沢町4048-2 059-329-2693

一号舘　桜店 桜台一丁目27-2 059-326-1511 森本衣料店 楠町北五味塚60 059-397-2156

中日新聞　桜　小林専売店 桜台一丁目47-6 059-326-1476 一号舘　楠店 楠町南川16-1 059-397-6318

スーパーサンシ　桜花台店 桜花台二丁目38 059-326-4734 ファミリーマート四日市楠本郷店 楠町本郷288番地８ 059-398-1011

奥山米穀店 桜町1389-2 059-326-2220 ファミリーマート四日市楠町東店 楠町北五味塚1446番地1 059-398-4545

ミニストップ桜台本町店 桜台本町29 059-327-1004 Ｆ☆ＭＡＲＴ北楠店 楠町北五味塚1972－15 059-347-1100

ファミリーマート四日市桜町店 桜町8369-2 059-325-2201

スーパーサンシ　ハンター店 鈴鹿市算所二丁目5-1 059-373-4135

一号舘　陽光台店 浮橋二丁目8-2 059-322-2881 中日新聞　川越南高木専売店 川越町豊田294-1号 富洲原駅前 059-365-3352

中日新聞　川島　柳川専売店 川島町6486-1 059-321-7616 ドラッグスギヤマ菰野店 三重郡菰野町菰野978番地1 059-391-0101

ファミリーマート四日市川島町店 川島町6525番地１ 059-320-0818 ドラッグスギヤマ川越店 三重郡川越町大字高松21番地1 059-361-2151

ファミリーマート四日市川島店 川島町字目代4124－2 059-320-2364 マックスバリュ長太の浦店 鈴鹿市長太栄町3-15-18 059-385-0258

スーパーサンシこもの繁盛店 菰野町大字宿野字神明田363 059-394-4134

イオン四日市尾平店 尾平町字天王川原1805 059-330-0600
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