
【今市地域】

店舗名 所在地 電話番号

（有）芳賀商店 日光市今市６２１番地 21-0715

綜合衣料ふくりん 日光市今市７００番地 21-0323

岩上酒店 日光市今市１４０２番地５ 21-0657

（有）北山金物店 日光市今市８２０番地３ 21-0415

有限会社　宝田酒店 日光市今市３７９番地 21-0465

㈱かましん日光ランドマーク店 日光市今市４１２番地１ 30-1133

（有）野中給油所 日光市今市８８番地６ 21-0878

カンセキ今市店 日光市今市１０２７番地５ 22-1121

（有）武田商店 日光市今市３９９番地 21-0355

（株）渡辺和哉商店 日光市今市１３６９番地 21-0059

（株）綜合衣料大野屋 日光市今市４５３番地 21-0159

（株）早川住宅設備 日光市今市３４８番地１３ 22-0217

（有）柴田荒物店 日光市今市４６８番地 21-0156

（有）明治屋 日光市今市５０２番地１ 22-0208

（株）たいらや今市店 日光市今市１２２８番地１ 22-8118

セブンイレブン今市中央店 日光市今市７１７番地１ 22-7066

セブンイレブン日光七本桜店 日光市今市１１７４番地２ 22-9977

ベイシアマート今市店 日光市今市１１０９番地１ 30-7322

(有)手塚金司商店 日光市今市１４６４番地 21-3438

(株）芝崎 日光市今市３４７番地 21-0003

ウエルシア日光今市２号店 日光市今市１４番２ 30-7002

（有）文賞堂 日光市今市本町２１番地３ 22-3070

セブンイレブン今市本町店 日光市今市本町２０番地２ 22-5533

フジヤ 日光市今市本町２６番地２ 21-2123

小嶋米穀店 日光市中央町７番地５ 21-0408

（有）黒川燃料店 日光市中央町２番地４ 21-0543

ファミリーマート日光中央町店 日光市中央町７番地１４ 30-3070

ヤオハン今市店 日光市瀬川２１８番地１ 22-1011

（有）河内屋商店 日光市瀬川１６４番地 21-0270

ファミリーマート日光瀬川店 日光市瀬川１１７０番地１ 30-1230



店舗名 所在地 電話番号

（株）大日光商事 日光市瀬尾３３番地５ 21-1388

セブン‐イレブン日光瀬尾店 日光市瀬尾４４番地２ 30-7011

（株）カワチ薬品　今市店 日光市瀬尾４９番地２ 22-3221

（有）ユアサ 日光市平ケ崎２１１番地 22-0116

中村米穀店 日光市平ケ崎１１６番地１ 21-0426

福田酒店 日光市土沢５５７番地 26-0053

農家の店ヤマシチ 日光市土沢９５６番地１ 22-2177

セブンイレブン日光土沢店 日光市土沢１８５６番地２８ 26-6103

一茶園 日光市土沢５５７番地１６ 26-0139

ミニストップ下野大沢駅前店 日光市土沢５５７番地１３５ 26-0324

とちぎコープ日光センター 日光市土沢１４６番１１ 22-9821

村上米穀店 日光市土沢５５７番地７７ 26-0119

セブンイレブン日光土沢北店 日光市土沢９７１番地２ 25-3711

（有）田辺商店 日光市文挾町４２０番地３ 27-0118

おしゃれショップ　かとう 日光市文挾町４２６番地 27-0171

フレッシュマート　たかざわ 日光市文挾町１３０番１ 27-0105

上都賀農業協同組合　落合直売所 日光市文挟町４２３番地３ 27-2662

(株）丸本イトウ 日光市小代８８番地３ 27-0023

ファミリーショップおおぬき 日光市長畑５３０番地１ 27-1203

セブン‐イレブン日光板橋店 日光市板橋３１９８番地２４ 25-3607

ツルハドラッグ日光板橋店 日光市板橋３１７４番地１ 32-1268

かどや酒店 日光市手岡５８１番地２ 27-0640

髙村商店 日光市岩崎８９９番地 27-1983

（有）川村魚店 日光市大桑町３９番地 21-8208

JAかみつが　日光豊岡農産物直売所 日光市大桑町１１４２番地 21-8816

福田作平商店 日光市大渡３９５番地 21-7546

ファミリーマート日光轟店 日光市轟２４番地１ 31-0181

スーパーオータニ今市店 日光市芹沼１４６０番地３ 30-3151

花の店カトレア 日光市芹沼１７６６番地１０５ 21-7882

スポーツショップいとう 日光市芹沼１７６６番地９２ 21-8802

ウエルシア日光今市店 日光市芹沼１４６１番地２ 22-8388



店舗名 所在地 電話番号

(株)ベイシア　今市モール店 日光市芹沼１４７０番地１ 21-1111

カインズ今市店 日光市豊田４０６番地 30-3333

イオンリテール(株)　イオン今市店 日光市豊田７９番地１ 30-2000

セブン-イレブン今市豊田店 日光市豊田４４８番地１ 22-1578

（有）金子ストアー 日光市倉ケ崎６７３番地４ 21-2204

（株）ホリイ新聞店 今市店 日光市倉ケ崎６８番地１ 21-0417

ファミリーマート日光倉ケ崎店 日光市倉ケ崎３９番地１ 30-1150

赤松商店 日光市小百１００番地２ 21-7141

ローソン日光栗原店 日光市栗原３５６番地１ 25-3963

ファミリーマート今市大沢店 日光市大沢町３２０番地１ 32-2261

(有）神山設備工業 日光市大沢町３０４番地３ 26-0047

セブン-イレブン日光大沢町店 日光市大沢町１０６７番地 26-2730

ツルハドラッグ日光大沢店 日光市大沢町３１５番地１ 32-2268

かましん日光森友店 日光市森友７８９番地 30-1131

ＥＮＥＯＳ大沢ステ－ション　（有）隅商店 日光市森友２３番地 21-2179

上都賀農業協同組合　日光資材店舗 日光市森友９２３番地３ 22-1174

クスリのアオキ日光森友店 日光市森友７３８番地 25-6617

セブン-イレブン日光森友バイパス店 日光市森友９９７番地１ 22-1172

ディスカウントドラッグコスモス森友店 日光市森友１００７－２ 25-6660

ファミリーマート日光荊沢店 日光市荊沢５９９番地１２６ 30-7017

ローソン今市工業高校前店 日光市荊沢６０１番地５３ 22-9560

セブン‐イレブン日光猪倉店 日光市猪倉６７４番地７ 26-3777

セブン‐イレブン今市木和田島店 日光市木和田島１５６７番地４３ 32-2381

フードオアシスオータニ大沢店 日光市木和田島３０２５番地 26-4366

さがみや大沢店 日光市木和田島１５６７番地４ 26-9158

ウエルシア日光今市大沢店 日光市木和田島１３７３番地１１２ 26-3792

JAかみつが　大沢農産物直売所 日光市木和田島１５６４番地１７３ 32-1088

サンユー大沢店 日光市木和田島３０４０番地２ 32-1030

コメリハード＆グリーン今市大沢店 日光市木和田島２０７４番地３ 26-3775

ローソン今市大沢インター店 日光市木和田島１５６４番地１３ 25-6131

クスリのアオキ大沢店 日光市木和田島１５６７番地５１ 26‐9200



店舗名 所在地 電話番号

（株）カワチ薬品　大沢店 日光市木和田島２０７４番地３ 26-3775

古山下商店 日光市塩野室町７６番地４ 26-8056

ファミリーマート日光塩野室店 日光市塩野室７４５番地１ 32-7014

大宿金物建材店 日光市小林２８４１番地３ 26-8155

片野薬局　塩野室店 日光市小林２８１８番地１ 26-7200

JAかみつが　日光小林農産物直売所 日光市小林２７９６番地１ 26-8411


