
掲示期間 R3.9.21 - 9.30 
 

新潟市告示第 562 号 
 
 

収納事務の委託について 
 
 

 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の施行及び一般廃棄物処理業の許可等

に関する規則（平成８年９月２０日新潟市規則第４９号）第２７条の規定に基づき，新潟

市一般廃棄物処理手数料収納事務を委託した旨を，次のとおり告示します。 
 
 
 
 令和３年９月２１日 
 
 

新潟市長  中 原  八 一    
 

1. 受託者の氏名・名称  別紙のとおり 
 
2. 事務を行わせる場所  別紙のとおり 

 
3. 事務を行わせる期間  令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 
 



店舗名 郵便番号 住所 方書
株式会社 北地区清総 株式会社 北地区清総 950-3127 新潟市北区松浜みなと２９番５号
株式会社 かみの井 株式会社 かみの井 950-3124 新潟市北区三軒屋町２番１０号
坂井商店 坂井商店 950-0207 新潟市江南区二本木２丁目６番１号
株式会社 鷲尾米店 株式会社 鷲尾米店 951-8167 新潟市中央区関屋金衛町１丁目１１番地
株式会社 天神屋 株式会社 天神屋 956-0864 新潟市秋葉区新津本町３丁目７番２７号
斎藤電機株式会社 斎藤電機株式会社 956-0024 新潟市秋葉区山谷町１丁目１４番１５号
有限会社 タカハシ薬局 有限会社 タカハシ薬局 951-8061 新潟市中央区⻄堀通５番町８３２番地２
岡村商店 岡村商店 956-0815 新潟市秋葉区新金沢町３６番１４号
酒角商店 酒角商店 950-0205 新潟市江南区沢海３丁目８番２４号
有限会社 池徳商店 有限会社 池徳商店 950-0852 新潟市東区石山１丁目４番２９号
社会福祉法人 新潟地区手を
つなぐ育成会

社会福祉法人 新潟地区手をつなぐ育成会 あすなろ福祉園950-1123 新潟市⻄区⿊⿃９８４番地

⻘山ファクトリー ⻘山ファクトリー 950-2002 新潟市⻄区⻘山７丁目１４３６番地１４９
福祉事業所つばさ 社会福祉法人 新潟地区手をつなぐ育成会 福祉事業所つばさ951-8141 新潟市中央区関新１丁目２番３４号
栗原米店 栗原米店 956-0011 新潟市秋葉区車場３丁目１４番４４号
新潟市場サービス 株式会社 新潟市場サービス 株式会社 950-0113 新潟市江南区⻄山８３０番地２３
株式会社 割野屋商店 株式会社 割野屋商店 950-3326 新潟市北区柳原２丁目９番１４号
有限会社 丸正飯野商店 有限会社 丸正飯野商店 950-0324 新潟市江南区酒屋町１７７番地１
文房具の三善 文房具の三善 950-0843 新潟市東区粟山４丁目２８番１０号
株式会社 泰平商会 株式会社 泰平商会 951-8065 新潟市中央区東堀通１３番町２９５８番地
有限会社 新津調剤薬局 新津薬局 おぎかわ店 956-0805 新潟市秋葉区中野３丁目１１番２５号
有限会社 古島設備 有限会社 古島設備 959-0432 新潟市⻄蒲区川崎２３３番地５
リカーフード田中町店 リカーフード田中町店 951-8103 新潟市中央区田中町５１７９番地
有限会社 魚庄商店 スーパー 魚庄 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾３６６７番地
身体障害者通所授産施設 も
ぐら工房

身体障害者通所授産施設 もぐら工房 950-2042 新潟市⻄区坂井５５３番地１

ポプラの家 ポプラの家 950-0323 新潟市江南区嘉瀬１０４７番地２
⼩出石五郎商店 ⼩出石五郎商店 950-0324 新潟市江南区酒屋町５８５番地
株式会社 かみの井 株式会社 かみの井 950-3321 新潟市北区 塚３２５４番地１
中川商店 中川商店 950-0801 新潟市東区津島屋３丁目９３番地
柴田屋加工紙 株式会社 柴田屋商店 950-0324 新潟市江南区酒屋町１９９番地１
橋本商店 橋本商店 956-0835 新潟市秋葉区朝日４１９番地
ヤマチョウ ヤマチョウ 956-0864 新潟市秋葉区新津本町１丁目７番３９号
佐藤はきもの店 佐藤はきもの店 956-0024 新潟市秋葉区山谷町２丁目２２番１６号
有限会社 逢坂酒店 有限会社 逢坂酒店 950-0942 新潟市中央区⼩張木２丁目３番１９号
矢和田商店 矢和田商店 950-0941 新潟市中央区女池３丁目１２番５号
株式会社 いそべ 株式会社 いそべ 951-8103 新潟市中央区田中町８３５番地乙
丸芳電器 丸芳電器 950-0806 新潟市東区海老ケ瀬４９４番地５
ドラッグサンオー ドラッグサンオー 950-0921 新潟市中央区京王２丁目１２番１６号
山田食品店 山田食品店 950-1322 新潟市⻄蒲区六分１００８番地
有限会社 中吉屋 有限会社 中吉屋 950-1322 新潟市⻄蒲区六分８２０番地１
川崎農機商会 川崎農機商会 950-1425 新潟市南区⼾石３７３番地
高太商店 高太商店 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾３６４１番地
有限会社 山太 有限会社 山太 950-1324 新潟市⻄蒲区高野宮１８８２番地２
上杉タバコ店 上杉タバコ店 950-1261 新潟市南区味方９１３番地１
村山脩次商店 村山脩次商店 956-0112 新潟市秋葉区新保４２番地
山平産業 有限会社 山平産業 有限会社 950-1304 新潟市南区月潟１８番地
関本商店 関本商店 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾３５６０番地
大四商店 大四商店 950-1407 新潟市南区鷲ノ木新田５５６０番地
広木商店 広木商店 950-1214 新潟市南区上下諏訪木１０５番地
笠原鶏肉店 笠原鶏肉店 950-1303 新潟市南区⻄萱場２８２番地
白野薬局 白野薬局 950-1323 新潟市⻄蒲区東⼩吉１１８番地１
株式会社 樋浦商会 株式会社 樋浦商会 950-1304 新潟市南区月潟１５３２番地
有限会社 藤塚商店 有限会社 藤塚商店 950-0985 新潟市中央区和合町２丁目６番４号
有限会社 藤塚商店 フジツカ 石山店 950-0836 新潟市東区東中野山３丁目１番２２号
有限会社 ⼩山呉服店 有限会社 ⼩山呉服店 950-1111 新潟市⻄区大野町３２７２番地
山惣燃料株式会社 山惣燃料株式会社 956-0112 新潟市秋葉区新保１２８７番地２
マルコ食品 株式会社 マルコ食品 株式会社 950-1455 新潟市南区新飯田２６５５番地１
株式会社 松﨑商会 株式会社 松﨑商会 950-1342 新潟市⻄蒲区河間１２６番地１
有限会社 酒のわんず 有限会社 酒のわんず 956-0025 新潟市秋葉区古田１丁目１番１１号
五十嵐酒店 五十嵐酒店 956-0832 新潟市秋葉区秋葉１丁目９番地１１
国兼商店 国兼商店 950-3313 新潟市北区太田甲５６１４番地２０
有限会社 丸三鈴木三代七商
店

丸三鈴木三代七商店 956-0851 新潟市秋葉区金沢町１丁目２番２号

内野農産株式会社 内野農産株式会社 950-2112 新潟市⻄区内野町３２５３番地
田中写真商会 田中写真商会 950-0208 新潟市江南区横越中央４丁目７番２８号
土井商店 土井商店 956-0865 新潟市秋葉区善道町２丁目４番２５号
ジャクデンサービス ジャクデンサービス 950-1455 新潟市南区新飯田６２６０番地
⼩林酒店 ⼩林酒店 951-8131 新潟市中央区白山浦１丁目２９９番地
目⿊酒店 目⿊酒店 956-0113 新潟市秋葉区矢代田１９６６番地
株式会社 ⼩林石油 株式会社 ⼩林石油 950-1215 新潟市南区助次右エ門組２０番地１

受託者の氏名・名称
事務を行わせる場所

別紙



店舗名 郵便番号 住所 方書受託者の氏名・名称
事務を行わせる場所

リカー＆フーズ  ＴＡＫＡ
ＮＯ

リカー＆フーズ ＴＡＫＡＮＯ 950-1201 新潟市南区大通１丁目８番２６号

石田電機商会 石田電機商会 950-1446 新潟市南区庄瀬１０６７番地
⻑井薬店 ⻑井薬店 950-1218 新潟市南区白根魚町３番３５号
袖山商店 袖山商店 950-1214 新潟市南区上下諏訪木１３１番地
衣料の上原屋 衣料の上原屋 950-1348 新潟市⻄蒲区打越甲３３３５番地
タイヤショップ ホカリ タイヤショップ ホカリ 959-0508 新潟市⻄蒲区五之上２２６６番地
幡本酒店 幡本酒店 959-0501 新潟市⻄蒲区井随５７４番地
かわぜん商店 かわぜん商店 959-0511 新潟市⻄蒲区大原５９０番地
有限会社 岩室清掃社 有限会社 岩室清掃社 953-0115 新潟市⻄蒲区横曽根１４４０番地
坂下酒店 坂下酒店 953-0125 新潟市⻄蒲区和納１丁目３番５号
加藤金八商店 加藤金八商店 953-0125 新潟市⻄蒲区和納１丁目７番９号
有限会社 阿部新聞店 有限会社 阿部新聞店 959-0411 新潟市⻄蒲区善光寺２００番地
八百⾠⻘果店 八百⾠⻘果店 959-0422 新潟市⻄蒲区曽根３１５番地乙
吉川酒店  川酒店 959-0426 新潟市⻄蒲区矢島４３番地
ファミリ−ファッション ホ
リ

ファミリーファッション ホリ 959-0403 新潟市⻄蒲区⾙柄８３１番地

さかえや さかえや 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２１９９番地
伝川酒店 伝川酒店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２６１７番地１
平田酒店 平田酒店 950-3126 新潟市北区松浜７丁目２３番地３３
広川屋 広川屋 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲５４４番地
星食料品店 星食料品店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２４３８番地３
第五主食販売所 第五主食販売所 956-0862 新潟市秋葉区新町１丁目１１番１２号
山本酒店 山本酒店 953-0015 新潟市⻄蒲区松野尾２９３７番地２
有限会社 吉野屋商店 有限会社 吉野屋商店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２９２１番地
松月新館 松月新館 959-0422 新潟市⻄蒲区曽根９８６番地１
フロ−リスト やまき フローリスト やまき 959-0422 新潟市⻄蒲区曽根３２番地
株式会社 ⻄川クリーナー 株式会社 ⻄川クリーナー 959-0423 新潟市⻄蒲区旗屋４８０番地
山下兼一商店 山下兼一商店 959-0422 新潟市⻄蒲区曽根８６１番地
五十嵐農機 五十嵐農機 953-0061 新潟市⻄蒲区⾺堀６２２６番地１
大越商店 大越商店 953-0011 新潟市⻄蒲区角田浜１２２１番地
株式会社 角庄 株式会社 角庄 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２１４７番地
株式会社 カワサキ 株式会社 カワサキ 953-0067 新潟市⻄蒲区潟頭６２０番地
村田屋酒店 村田屋酒店 959-0422 新潟市⻄蒲区曽根２００番地
本マ屋 本マ屋 959-0422 新潟市⻄蒲区曽根３１０番地
有限会社 つるまき薬品 つるまき薬品 950-1111 新潟市⻄区大野町３６６７番地１
若月商店 若月商店 956-0851 新潟市秋葉区金沢町２丁目１番７号
森岡商店 森岡商店 950-3375 新潟市北区早通南１丁目３番６号
有限会社 ⼩菅石油店 有限会社 ⼩菅石油店 950-1134 新潟市江南区天野３丁目３１番７号
五十嵐⾠五郎商店 有限会社 五十嵐⾠五郎商店 956-0046 新潟市秋葉区出⼾２７番地
有限会社 村山金物店 村山金物店 950-0164 新潟市江南区⻲田本町２丁目７番１７号
有限会社 大脇金物店 有限会社 大脇金物店 950-3321 新潟市北区 塚３３８６番地
スーパー尾山 スーパー尾山 950-3304 新潟市北区木崎１１３８番地１６
帆苅米店 帆苅米店 956-0833 新潟市秋葉区草水町１丁目７番１８号
有限会社 オーテック 有限会社 オーテック 950-1122 新潟市⻄区木場４０６０番地
有限会社 板井商店 有限会社 板井商店 950-0962 新潟市中央区出来島１丁目５番４７号
江口屋商店 江口屋商店 950-3125 新潟市北区松浜本町２丁目１４番４号

アピタ新潟⻲田店 950-0157 新潟市江南区鵜ノ⼦４丁目４６６番地
アピタ新潟⻄店 950-2023 新潟市⻄区⼩新５丁目７番２１号

藤井薬局 藤井薬局 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾３３９５番地
有限会社 酒井商店 有限会社 酒井商店 956-0835 新潟市秋葉区朝日１２１番地１
公園前売店 公園前売店 950-1262 新潟市南区⻄白根１４４０番地４
帆苅商店 帆苅商店 956-0863 新潟市秋葉区日宝町１番１２号
山田七蔵茶舗 山田七蔵茶舗 950-1455 新潟市南区新飯田８３２番地
木川木材株式会社 木川木材株式会社 950-1214 新潟市南区上下諏訪木７３９番地
金糸堂商店 金糸堂商店 956-0864 新潟市秋葉区新津本町４丁目１４番１号
田村商店 田村商店 950-1223 新潟市南区白根日の出町１０番１８号
田村金物店 田村金物店 950-1225 新潟市南区七軒町８番１号
有限会社 城南プラザ 有限会社 城南プラザ 950-1226 新潟市南区白根四ツ興野１４番１７号
有限会社 笹川文具店 有限会社 笹川文具店 950-1217 新潟市南区白根３１４４番地
五十鈴屋 五十鈴屋 953-0061 新潟市⻄蒲区⾺堀５８９６番地
内藤電機 内藤電機 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２９８７番地
前山酒店 前山酒店 959-0422 新潟市⻄蒲区曽根２６８番地
株式会社 さいとう不動産 株式会社 さいとう不動産 959-0432 新潟市⻄蒲区川崎３７１番地１
八百政 八百政 959-0411 新潟市⻄蒲区善光寺１０９番地
有限会社 八百仙商店 有限会社 八百仙商店 953-0104 新潟市⻄蒲区岩室温泉５８７番地
リカーショップ すとう リカーショップ すとう 950-3322 新潟市北区嘉山１丁目３番２８号
坂井酒店 坂井酒店 959-0504 新潟市⻄蒲区横⼾１７０番地
⼩林輪店 ⼩林輪店 959-0503 新潟市⻄蒲区山口新田４７９番地１
有限会社 ナカノ 有限会社 ナカノ 950-2162 新潟市⻄区五十嵐中島５丁目２３番５４号
株式会社 和田商会 くらしの綜合デパート ワダ 950-0057 新潟市東区山の下町３番１１号
米新商店 米新商店 950-0153 新潟市江南区船⼾山２丁目６番２９号
株式会社 味方屋商会 株式会社 味方屋商会 950-0871 新潟市東区山木⼾７丁目４番３９号
株式会社 江口屋 株式会社 江口屋 950-0855 新潟市東区江南１丁目８番地１３
株式会社 新潟農園 株式会社 新潟農園 956-0017 新潟市秋葉区あおば通２丁目１番３３号

ユニー株式会社



店舗名 郵便番号 住所 方書受託者の氏名・名称
事務を行わせる場所

安沢酒店 安沢酒店 956-0851 新潟市秋葉区金沢町２丁目１４番２８号
和泉酒店 和泉酒店 956-0862 新潟市秋葉区新町１丁目１２番１３号
新潟郵便輸送株式会社 新潟郵便輸送株式会社 950-0868 新潟市東区紫竹卸新町１９９４番地６
廣島商店 廣島商店 950-0323 新潟市江南区嘉瀬４１５８番地
住吉屋寝装店 住吉屋寝装店 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾３６０９番地１
佐藤金物店 佐藤金物店 950-3313 新潟市北区太田５６１１番地３
有限会社 街道屋商店 有限会社 街道屋商店 950-3368 新潟市北区森下７５０番地
星井商店 星井商店 950-1455 新潟市南区新飯田７３６番地
Ｙショップ サクラザワ Ｙショップ サクラザワ 950-1261 新潟市南区味方６５５番地
⼩杉家具 ⼩杉家具 950-1455 新潟市南区新飯田８２０番地
株式会社 えぷろん 株式会社 えぷろん 951-8068 新潟市中央区上大川前通７番町１２３９番地
株式会社 坂井金物店 株式会社 坂井金物店 950-3125 新潟市北区松浜本町２丁目１２番３号
だるま薬局 だるま薬局 950-0923 新潟市中央区姥ケ山４丁目１番４号
有限会社 坂田洋紙店 有限会社 坂田洋紙店 951-8136 新潟市中央区関屋田町１丁目１３６番地
渡邊栄治郎商店 渡邊栄治郎商店 950-1304 新潟市南区月潟２９３３番地１
稲田商店 稲田商店 950-0101 新潟市江南区江口４０９０番地１
有限会社 佐藤勇吉商店 有限会社 佐藤勇吉商店 950-1122 新潟市⻄区木場２３８２番地１
有限会社 どねりや商店 有限会社 どねりや商店 950-0871 新潟市東区山木⼾８丁目９番２５号
有限会社 星野酒店 有限会社 星野酒店 950-1262 新潟市南区⻄白根２５５番地１
真保⻘果店 真保⻘果店 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾３７０２番地
宮川酒店 宮川酒店 950-3304 新潟市北区木崎８６３番地４
株式会社 おはぎや商店 株式会社 おはぎや商店 959-0516 新潟市⻄蒲区国⾒１４４４番地
金ヨ石油株式会社 金ヨ石油株式会社 953-0103 新潟市⻄蒲区橋本１０３７番地１
前山食肉店 前山食肉店 959-0421 新潟市⻄蒲区魲１４４番地１０
マルタカ酒店 マルタカ酒店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲６２７番地５
魚寅 魚寅 953-0054 新潟市⻄蒲区漆山２８８７番地１
⼩出商業株式会社 ⼩出商業株式会社 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２９６８番地
石川仏壇店 石川仏壇店 953-0044 新潟市⻄蒲区巻乙１７０３番地１
有限会社 丸津屋酒店 有限会社 丸津屋酒店 950-0922 新潟市中央区山二ツ４丁目１２番２９号
株式会社 春日薬局 株式会社 春日薬局 956-0864 新潟市秋葉区新津本町３丁目９番１０号
有限会社 ⻘山電化センター 有限会社 ⻘山電化センター 951-8131 新潟市中央区白山浦１丁目２２３番地
株式会社 大山商会 株式会社 大山商会 950-2031 新潟市⻄区流通センター４丁目２番２号
外山酒店 外山酒店 950-3321 新潟市北区 塚３４４７番地
花沢金物店 花沢金物店 950-0077 新潟市中央区天明町１番２５号
株式会社 高塚文具 新潟薬科大 購買 （株）高塚文具 956-0841 新潟市秋葉区東島２６５番地１
種源種苗店 種源種苗店 956-0864 新潟市秋葉区新津本町２丁目５番３５号
合資会社 荒熊商店 合資会社 荒熊商店 950-0164 新潟市江南区⻲田本町２丁目６番２号
紀の屋 紀の屋 950-3375 新潟市北区早通南１丁目４番１号
おしゃれサロン エンゼル おしゃれサロン エンゼル 950-2162 新潟市⻄区五十嵐中島５丁目８番２０号
新潟⻘陵大学・短期大学⽣活
協同組合

新潟⻘陵大学・短期大学⽣活協同組合 951-8121 新潟市中央区水道町１丁目５９３９番地２７

須藤弥七商店 須藤弥七商店 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾３６７３番地
あべ善 あべ善 950-1217 新潟市南区白根２９５２番地
有限会社 クリヤマ 有限会社 クリヤマ 950-1213 新潟市南区能登１丁目２番４号
株式会社 白新商会 株式会社 白新商会 950-0862 新潟市東区竹尾６３８番地１
松鷹商店 松鷹商店 950-0972 新潟市中央区新和１丁目１番１０号
株式会社 大倉酒店 株式会社 大倉酒店 951-8126 新潟市中央区学校町通２番町５６８番地３０
五十嵐末八商店 五十嵐末八商店 950-1328 新潟市⻄蒲区門田１４０番地
矢挽履物店 矢挽履物店 950-1304 新潟市南区月潟５４３番地
有限会社 角清商店 有限会社 角清商店 950-1304 新潟市南区月潟１５１４番地
五幣酒店 五幣酒店 956-0837 新潟市秋葉区吉岡町２０番２０号
五十嵐酒店 五十嵐酒店 956-0815 新潟市秋葉区新金沢町２０番１３号
株式会社 関川商店 株式会社 関川商店 956-0864 新潟市秋葉区新津本町３丁目７番２３号
ＮＩＣ牡丹山 ＮＩＣ牡丹山 950-0872 新潟市東区牡丹山５丁目１６番８号
新潟大学⽣活協同組合 新潟大学⽣活協同組合 購買部 950-2102 新潟市⻄区五十嵐２の町８０５０番地
株式会社 ＰＬＡＮＴ ＳＵＰＥＲ ＣＥＮＴＥＲ ＰＬＡＮＴ−５横越店950-0208 新潟市江南区横越中央８丁目２番２号
⼾松時計電気商会 ⼾松時計電気商会 950-0324 新潟市江南区酒屋町６０７番地１
坪川商店 坪川商店 950-1446 新潟市南区庄瀬６５２６番地
蓑和商店 蓑和商店 956-0112 新潟市秋葉区新保１４３８番地１
星野商店 星野商店 950-1304 新潟市南区月潟１５２９番地
桜井石油（株） 桜井石油（株） 本社 950-1417 新潟市南区⻄笠巻新田３９４番地
高野ガス株式会社 高野ガス株式会社 下本町店 951-8067 新潟市中央区本町通１２番町２７８０番地
笹勘商店 笹勘商店 950-1261 新潟市南区味方９１５番地３
株式会社 中伝商店 株式会社 中伝商店 950-1475 新潟市南区⼾頭２５５２番地
金⼦文具店 金⼦文具店 950-1455 新潟市南区新飯田９０３番地
角屋商店 角屋商店 950-1456 新潟市南区茨曽根３４５２番地
川瀬文具店 川瀬文具店 956-0112 新潟市秋葉区新保１番地４
新潟屋本店 新潟屋本店 950-3351 新潟市北区大瀬柳３５２５番地
有限会社 河野商店 有限会社 河野商店 950-1218 新潟市南区白根魚町２番３３号
きらくや きらくや 950-1311 新潟市南区木滑２１１０番地４
株式会社 関本 株式会社 関本 950-1304 新潟市南区月潟１１５１番地
有限会社 ⻄田屋 有限会社 ⻄田屋 950-0056 新潟市東区古川町９番１６号
㈱マスヤ 株式会社 マスヤ 中之口店 950-1344 新潟市⻄蒲区福島８９０番地１
花屋酒店 花屋酒店 950-0014 新潟市東区松崎１丁目２７番１２号
株式会社かまた 作業用品の店 かまた 950-3321 新潟市北区 塚３１７９番地９



店舗名 郵便番号 住所 方書受託者の氏名・名称
事務を行わせる場所

株式会社 木滑屋商店 株式会社 木滑屋商店 950-1111 新潟市⻄区大野町２９３７番地
サンコウ サンコウ 950-3373 新潟市北区須⼾３丁目６番１５号
パッケージプラザ駅南 パッケージプラザ駅南 950-0915 新潟市中央区鐙⻄２丁目３５番６号
⻄川商工会 ⻄川商工会 959-0422 新潟市⻄蒲区曽根１６８番地１３
有限会社 ハイニス 有限会社 ハイニス 950-0923 新潟市中央区姥ケ山５丁目１１番７号
阿部商店 阿部商店 950-0321 新潟市江南区割野６４４番地
田辺屋酒店 田辺屋酒店 950-0871 新潟市東区山木⼾６丁目４番２０号
自然食の店 うづき舎 自然食の店 うづき舎 950-0833 新潟市東区下場本町１４番７号
有限会社 河内屋 有限会社 河内屋 950-2261 新潟市⻄区⾚ ４９８３番地１
有限会社 阿部ホテー堂 有限会社 阿部ホテー堂 950-1111 新潟市⻄区大野町２９１０番地
ヘアーディメンション ス
マート

ヘアーディメンション スマート 950-0932 新潟市中央区⻑潟３丁目２番４号

佐藤たばこ店 佐藤たばこ店 951-8115 新潟市中央区寺裏通２番町２７０番地
浜松屋薬店 浜松屋薬店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２１６７番地
⼩島商店 ⼩島商店 953-0141 新潟市⻄蒲区石瀬２０４４番地２
はせでん酒店 はせでん酒店 953-0054 新潟市⻄蒲区漆山２５５９番地１
山下酒店 山下酒店 953-0012 新潟市⻄蒲区越前浜５３５４番地
八百半商店 八百半商店 953-0054 新潟市⻄蒲区漆山２８５２番地３
株式会社 マルイ 株式会社 マルイ 巻店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲１４５３番地
⾒はらしや ⾒はらし屋 950-1346 新潟市⻄蒲区真木２０６６番地１
フ−ド岩室店 フード岩室店 953-0125 新潟市⻄蒲区和納１５９７番地４
山岸商店 山岸商店 953-0133 新潟市⻄蒲区夏井７４７番地
有限会社 睦美屋 有限会社 睦美屋 953-0104 新潟市⻄蒲区岩室温泉６６７番地１
Ｙショップ石田 Ｙショップ石田 953-0044 新潟市⻄蒲区巻乙２９４番地２
みやざき八百屋 みやざき八百屋 956-0805 新潟市秋葉区中野３丁目９番１７号
帆苅商店 帆苅商店 956-0802 新潟市秋葉区七日町５２８３番地
木嶋屋⽣花店 木嶋屋⽣花店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２５３７番地１
有限会社 佐藤文具 有限会社 佐藤文具 953-0054 新潟市⻄蒲区漆山２７６６番地
白崎酒店 白崎酒店 953-0011 新潟市⻄蒲区角田浜１３４３番地
助八商店 助八商店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲９９３番地
田丸屋 田丸屋 953-0054 新潟市⻄蒲区漆山２５１２番地４
肉のなか心 肉のなか心 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２９４４番地４
⼩林酒店 ⼩林酒店 959-0413 新潟市⻄蒲区升潟２２２９番地２
ましまヤ ましまや 959-0422 新潟市⻄蒲区曽根３５２番地
株式会社 曽根郷倉庫 株式会社 曽根郷倉庫 959-0421 新潟市⻄蒲区魲１４７番地
富井酒店 冨井酒店 959-0508 新潟市⻄蒲区五之上２４２０番地
広木電器 広木電器 959-0505 新潟市⻄蒲区三方１７０番地
八百清商店 八百清商店 959-0504 新潟市⻄蒲区横⼾１４８番地
池浦商店 池浦商店 959-0513 新潟市⻄蒲区茨島２４９６番地
石井燃料商会 石井燃料商会 959-0505 新潟市⻄蒲区三方２１番地２２の１
リビングショップ カネコ リビングショップ カネコ 950-1412 新潟市南区臼井１３９７番地２
中丸商店 中丸商店 950-1446 新潟市南区庄瀬６５３８番地
有限会社 飯島商店 有限会社 飯島商店 950-1262 新潟市南区⻄白根１７０番地
深井⻭科医院 深井⻭科医院 950-0165 新潟市江南区⻄町１丁目３番２１号
株式会社 新潟富士薬品 株式会社 新潟富士薬品 951-8066 新潟市中央区東堀前通３番町３７５番地
細田商店 細田商店 956-0833 新潟市秋葉区草水町３丁目６番１号
有限会社 レンタルシステム ダスキン 早通 950-3375 新潟市北区早通南４丁目７番３号
近藤商店 近藤商店 959-0504 新潟市⻄蒲区横⼾５０５番地
株式会社 ヨシクメ 株式会社 ヨシクメ 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２９２０番地
かねよし かねよし 950-0208 新潟市江南区横越中央４丁目６番１号
田村酒店 田村酒店 950-0324 新潟市江南区酒屋町３９８番地１
かねすせともの店 かねすせともの店 950-3321 新潟市北区 塚３１９４番地
木伏商店 木伏商店 956-0113 新潟市秋葉区矢代田３２１６番地３
有限会社 関仁商店 有限会社 関仁商店 950-1111 新潟市⻄区大野町２９９９番地
有限会社 こめや 有限会社 こめや 950-1456 新潟市南区茨曽根１８４１番地
有限会社 田村商店 有限会社 田村商店 950-1213 新潟市南区能登１丁目６番７号
社会福祉法人 とよさか福祉
会

社会福祉法人 とよさか福祉会 豊栄福祉交流センタークローバー950-3323 新潟市北区東栄町１丁目１番４９号

岩野商店 岩野商店 950-1222 新潟市南区白根東町１丁目４番３２号
装い さいとう 装い さいとう 950-0075 新潟市中央区沼垂東１丁目５番２２号
株式会社 クマックス 株式会社 クマックス 951-8126 新潟市中央区学校町通３番町５０７番地
イトーヨーカドー丸大 新潟
店

イトーヨーカドー丸大 新潟店 951-8067 新潟市中央区本町通６番町１１２２番地１

水久商店 水久商店 950-1218 新潟市南区白根魚町２番地２９
株式会社 高橋屋商店 株式会社 高橋屋商店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲５５０番地
株式会社 丸新 株式会社 丸新 951-8052 新潟市中央区下大川前通３ノ町２２３０番地６７
株式会社 吉田屋商店 株式会社 吉田屋商店 951-8062 新潟市中央区⻄堀前通１０番町１６５０番地
松田酒店 松田酒店 953-0076 新潟市⻄蒲区福井１８５１番地
丸山糀や 丸山糀や 950-3321 新潟市北区 塚３０９８番地
株式会社 シラツユ商事 株式会社 シラツユ商事 950-1202 新潟市南区大通南１丁目４７番地
武為呉服店 武為呉服店 959-0512 新潟市⻄蒲区番屋４８５番地
寺尾米店 寺尾米店 950-3301 新潟市北区笹山２９７４番地
片山酒店 片山酒店 951-8106 新潟市中央区東大畑通２番町４７１番地
ハロー＆ハロー ハロー＆ハロー 950-2001 新潟市⻄区浦山４丁目１３番１５号
有限会社 かまくらや 有限会社 かまくらや 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾３３９３番地１
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株式会社 高井商店 いちまん 950-2112 新潟市⻄区内野町４８０番地
宮島呉服店 宮島呉服店 959-0515 新潟市⻄蒲区今井１番地１
吉原酒店 吉原酒店 950-0327 新潟市江南区和田１３５２番地
わかばの家 わかばの家 950-0121 新潟市江南区⻲田向陽２丁目６番１号
ふじのきや ふじのきや 950-2112 新潟市⻄区内野町１２１５番地
美和美容室 美和 美容室 950-1111 新潟市⻄区大野町３３５３番地１
天屋商店 天屋商店 950-1111 新潟市⻄区大野町２９５９番地
美幸商店 美幸商店 956-0023 新潟市秋葉区美幸町２丁目８番１５号
株式会社 ベイシア新潟豊栄
店

株式会社 ベイシア新潟豊栄店 950-3317 新潟市北区かぶとやま２丁目１番６２号

合資会社 カンパニー⻲山 合資会社 カンパニー⻲山 950-1236 新潟市南区高井東２丁目１０番１３号
羽入一正商店 羽入一正商店 950-1446 新潟市南区庄瀬６５４３番地
地域活動支援センター スペ
−スＢｅ

地域活動支援センター スペ−スＢｅ 950-2052 新潟市⻄区寺尾２番２５号

川又燃料店 川又燃料店 950-0165 新潟市江南区⻄町６丁目２番２２号
平松商店 平松商店 950-3112 新潟市北区太夫浜２０１０番地
社会福祉法人⻲田郷芦沼会 社会福祉法人⻲田郷芦沼会 ほがらか福祉園 950-0893 新潟市東区はなみずき２丁目３番７号
太田酒店 太田酒店 950-2256 新潟市⻄区山崎１１５２番地
オオワキでんき オオワキでんき 950-3321 新潟市北区 塚３４１２番地
高野電器商会 高野電器商会 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾１０５番地３
鷲尾石油店 鷲尾石油店 950-1323 新潟市⻄蒲区東⼩吉８２９番地
児玉菓⼦店 児玉菓⼦店 950-1303 新潟市南区⻄萱場８４番地２
社会福祉法人新潟市中央福祉
会

ワークセンター日和山 951-8063 新潟市中央区古町通１３番町５１４８番地２

関屋米穀株式会社 関屋米穀株式会社 950-2002 新潟市⻄区⻘山７丁目３番２２号
社会福祉法人 白蓮福祉会 ワークセンターしらはす 950-1425 新潟市南区⼾石４５番地２
阿部商店 阿部商店 953-0125 新潟市⻄蒲区和納１丁目１３番６号
有限会社 佐藤正男薬局 有限会社 佐藤正男薬局 950-2112 新潟市⻄区内野町５４６番地
中村酒店 中村酒店 950-0916 新潟市中央区米山４丁目８番５号
橋本酒店 橋本酒店 950-0145 新潟市江南区⻲田早通５丁目５番２０号
⼩宮山酒・食料品店 ⼩宮山酒・食料品店 951-8103 新潟市中央区田中町５１９０番地１
新潟市職員⽣活協同組合 新潟市職員⽣活協同組合 市役所本館売店 951-8126 新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 市役所本館 地下１階
有限会社 中野石油 有限会社 中野石油 950-1403 新潟市南区犬帰新田４５７番地
星権酒店 星権酒店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲４５４番地
丸公酒店 丸公酒店 950-3126 新潟市北区松浜５丁目１１番地７
江口屋酒店 江口屋酒店 950-3127 新潟市北区松浜みなと２４番５号
中越クリーンサービス株式会
社 新潟営業所

中越クリーンサービス株式会社 新潟営業所 950-3103 新潟市北区白勢町１番１０号

有限会社 坂井刃物 有限会社 坂井刃物 950-0075 新潟市中央区沼垂東５丁目５番２７号
五十嵐商店 五十嵐商店 950-0205 新潟市江南区沢海２丁目２番１号
花屋 花屋 950-3321 新潟市北区 塚３２９２番地
エヌシーオー 豊栄工業団地
協同組合

エヌシーオー 豊栄工業団地協同組合 950-3308 新潟市北区下大谷内１８２６番地１

有限会社 尚古堂 あめ屋 有限会社 尚古堂 あめ屋 953-0076 新潟市⻄蒲区福井１８１７番地
今井薬店 今井薬店 951-8072 新潟市中央区浮洲町４７２２番地
地域活動支援センター しろ
やま

しろやま 951-8018 新潟市中央区稲荷町３４９０番地

⼩日向電気 ⼩日向電気 950-3321 新潟市北区 塚３２５８番地
ホームセンター荒川 ホ−ムセンター荒川 950-2063 新潟市⻄区寺尾台３丁目２２番５号
井越商店 井越商店 950-0903 新潟市中央区春日町７番１３号
株式会社 まちづくり豊栄 株式会社 まちづくり豊栄 950-3325 新潟市北区白新町１丁目１番３５号 ＪＲ豊栄駅内売店
髙木酒店 髙木酒店 950-0075 新潟市中央区沼垂東４丁目１３番１４号
社会福祉法人新潟中央福祉会
就労センター白山浦

社会福祉法人新潟中央福祉会就労センター白
山浦

951-8131 新潟市中央区白山浦１丁目３１２番地３

株式会社 ライフプロモート 株式会社 ライフプロモート 950-0801 新潟市東区津島屋６丁目９９番地１
古俣伝次郎商店 古俣伝次郎商店 950-2101 新潟市⻄区五十嵐１の町７２１７番地
有限会社 千歳商事 手づくりの店 ｍｉｎｔ 950-0963 新潟市中央区南出来島２丁目９番１３号
株式会社 ニイガタ文具 株式会社 ニイガタ文具 950-0855 新潟市東区江南３丁目９番地８
田村商店 田村商店 950-1261 新潟市南区味方５９２番地１
髙井酒店 髙井酒店 951-8071 新潟市中央区栄町１丁目４９４６番地
山﨑たばこ店 山﨑たばこ店 951-8078 新潟市中央区四ッ屋町２丁目３０９９番地
新潟市両川工業団地協同組合 新潟市両川工業団地協同組合 950-0322 新潟市江南区両川１丁目１２０１番地８
有限会社 クリーン信越 有限会社 クリーン信越 950-0152 新潟市江南区⻲田緑町２丁目１番５号
株式会社 八百重商店 株式会社 八百重商店 951-8063 新潟市中央区古町通８番町１４５０番地
中澤商店 中澤商店 959-0426 新潟市⻄蒲区矢島１５８番地
有限会社 トータルライフタ
カノ

有限会社 トータルライフタカノ 950-3325 新潟市北区白新町３丁目１番２９号

株式会社 保苅米穀 株式会社 保苅米穀 951-8062 新潟市中央区⻄堀前通４番町７２９番地１
中越物産株式会社 中越物産株式会社 950-0954 新潟市中央区美咲町１丁目２３番２６号
新潟市農業協同組合 新潟市農業協同組合 大形サポート店 950-0806 新潟市東区海老ケ瀬５１２番地１
新潟ラジオ電器株式会社 新潟ラジオ電器株式会社 951-8062 新潟市中央区⻄堀前通３番町７２３番地
曽我酒店 曽我酒店 950-3321 新潟市北区 塚５０５５番地
有限会社 須田屋 有限会社 須田屋 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾３３９５番地
Ｙショップ大阿賀橋店 Ｙショップ大阿賀橋店 950-3364 新潟市北区大迎７５３番地１
有限会社 畔上商店 有限会社 畔上商店 950-0084 新潟市中央区明石２丁目３番５４号
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佐藤エハガキ店 佐藤エハガキ店 951-8063 新潟市中央区古町通５番町６１９番地
大島酒店 大島酒店 950-3322 新潟市北区嘉山２４４番地４
ヤマブン酒店 ヤマブン酒店 950-0084 新潟市中央区明石２丁目３番５２号
株式会社 ⻲田郷農産物直売
所

大地 950-0144 新潟市江南区茅野山２丁目１７９８番地１

社会福祉法人更⽣慈仁会 すずまり 959-0515 新潟市⻄蒲区今井４９３番地
ＬＯＣＡＲＥ 株式会社 ＬＯＣＡＲＥ 株式会社 950-2028 新潟市⻄区⼩新南２丁目１３番２号
渡辺酒店 渡辺酒店 950-0146 新潟市江南区丸潟１丁目５番３５号
障がい者⽣活ステーション
さんろーど

障がい者⽣活ステーション さんろーど 950-0076 新潟市中央区蒲原町１−１８

伊藤商店 伊藤商店 951-8066 新潟市中央区東堀前通３番町３８７番地１
株式会社新潟日報サービス
ネット

株式会社 新潟日報サービスネット 950-1125 新潟市⻄区流通３丁目１番１号

有限会社 中原商店 有限会社 中原商店 ホームプラザナカハラ 950-2261 新潟市⻄区⾚ ４３４９番地
ネオテイク株式会社 新潟支
店

ネオテイク株式会社 新潟支店 950-0863 新潟市東区卸新町３丁目１６番地４０

ＮＰＯ法人 やわらぎの会 やわらぎの会 950-2063 新潟市⻄区寺尾台３丁目２２番地１３
ぽこ あ ぽこ ぽこ あ ぽこ 951-8167 新潟市中央区関屋金衛町１丁目１９０番地２６
エコスペース リズム エコスペース リズム 950-3322 新潟市北区嘉山２丁目２番１０号
吉田薬品工業株式会社 くすりのハピネス 950-2015 新潟市⻄区⻄⼩針台２丁目５番１号
大樹の家 大樹の家 950-0855 新潟市東区江南５丁目４番３号
新印食品株式会社 新印食品株式会社 新潟売店 950-0114 新潟市江南区茗荷谷７１１番地 総合食品センタ−内
新潟県職員⽣活協同組合 県
庁売店

新潟県職員⽣活協同組合 県庁売店 950-0965 新潟市中央区新光町４番地１

社会福祉法人 いぶきサポー
ト協会 きぼう福祉園

社会福祉法人 いぶきサポート協会 きぼう福祉園950-0868 新潟市東区紫竹卸新町２００７番地１

坂井・田近衣料店 坂井・田近衣料店 959-0504 新潟市⻄蒲区横⼾１６５番地
有限会社 水吉酒店 有限会社 水吉酒店 950-1142 新潟市江南区楚川甲２７６番地
大矢米店 大矢米店 951-8126 新潟市中央区学校町通３番町４８６番地４
特定非営利活動法人 新潟あ
さひの会

あさひ共同作業所 950-0026 新潟市東区⼩金町１丁目７番１５号

有限会社 新潟日報寺尾販売
センター

有限会社 新潟日報寺尾販売センター 950-2055 新潟市⻄区寺尾上２丁目３番５３号

有限会社 坂爪商店 有限会社 坂爪商店 956-0805 新潟市秋葉区中野２丁目５番７号
ゆうーわ ゆうーわ 950-1475 新潟市南区助次右エ門組２９番地１
ＮＰＯ法人ｅばしょ結屋 結屋 950-2101 新潟市⻄区五十嵐１の町６８６１番地２３
あおやまメディカル株式会社 いきいき⽣活応援館 本店 950-1151 新潟市中央区湖南２７番７号
株式会社 マルイ 株式会社 マルイ 女池店 950-0941 新潟市中央区女池４丁目１８番２５号
大瀧屋 大瀧屋 950-0077 新潟市中央区天明町１０番１３号
有限会社 おぐら デイリーヤマザキ 新潟川岸町店 951-8133 新潟市中央区川岸町２丁目８番５号
有限会社 横越マルフネ 鮮魚⻘果マルフネ 950-0136 新潟市江南区城所１丁目１番１号
田村酒店 田村酒店 950-1416 新潟市南区⻄笠巻４９０番地２
ピアレマート 新和店 ピアレマート 新和店 950-0972 新潟市中央区新和１丁目８番８号
有限会社 ⼩⾒電器 有限会社 ⼩⾒電器 950-0116 新潟市江南区北山１１９４番地１
コタケ コタケ 950-0201 新潟市江南区駒込１丁目７番１号
高野商店 高野商店 950-0205 新潟市江南区沢海２丁目１１番３５号
Ｙショップ木⼾病院売店 Ｙショップ木⼾病院売店 950-0862 新潟市東区竹尾４丁目１３番３号
株式会社 にいがた村 株式会社 にいがた村 950-1406 新潟市南区東笠巻新田３０４４番地
株式会社 新潟にこにこ市場 株式会社 新潟にこにこ市場 950-1204 新潟市南区大通⻄９５４番地７
特定非営利活動法人中途障害
者つくしの会

つくし工房 950-0073 新潟市中央区日の出１丁目１０番９号

株式会社 タナベテレビ 株式会社 タナベテレビ 950-0841 新潟市東区中野山５丁目１８番２９号
地域活動支援センターなごみ 地域活動支援センターなごみ 950-2111 新潟市⻄区大学南２丁目１９番３４号１
社会福祉法人 白連福祉会 ワークセンターまめの木 950-1474 新潟市南区上木山２２４番地１
株式会社 ウェルケア新津 株式会社 ウェルケア新津 956-0866 新潟市秋葉区下興野町３番１号
株式会社 マルイ 株式会社 マルイ 寺尾台店 950-2063 新潟市⻄区寺尾台３丁目１６番３号
ホームセンタームサシ 新潟
⻄店

ホームセンタームサシ 新潟⻄店 950-2023 新潟市⻄区⼩新５丁目１８番３０号 白⿃東土地区画整理事業地内１８街区

株式会社ビックカメラ 株式会社ビックカメラ 950-0086 新潟市中央区花園１丁目１番２１号
株式会社 マルイ 株式会社 マルイ アトレ花かいどう店 950-0036 新潟市東区空港⻄１丁目９番３４号
大手薬品 株式会社 大手薬品 株式会社 959-1228 新潟県燕市佐渡５１４１番地
株式会社 ヤマザキ 株式会社 ヤマザキ 950-1455 新潟市南区新飯田８９２番地
笹川農機店 笹川農機店 953-0072 新潟市⻄蒲区鷲ノ木２９６番地
株式会社 マルイチ風間興業 株式会社 マルイチ風間興業 950-0116 新潟市江南区北山１４８８番地
天然農人 株式会社 天然農人 株式会社 953-0022 新潟市⻄蒲区仁箇１２８４番地１
原 商店 原商店 950-3338 新潟市北区⻑場２３１２番地４
株式会社 野口電器 株式会社 野口電器 950-0941 新潟市中央区女池４丁目２７番７号
株式会社 かどや リカーズファクトリーかどやタウン４０３店 956-0035 新潟市秋葉区程島１８７６番地１
全日食チェーン天野店 全日食チェーン天野店 950-1134 新潟市江南区天野３丁目１番１７号
有限会社 新潟日報真砂サー
ビスセンター

有限会社 新潟日報真砂サービスセンター 950-2074 新潟市⻄区真砂４丁目３番３号

有限会社 寺地阿部新聞店 有限会社 寺地阿部新聞店 950-1106 新潟市⻄区ときめき⻄４丁目１５番地６
有限会社 伊藤新聞店 有限会社 伊藤新聞店 950-2112 新潟市⻄区内野町５５９番地
有限会社 古寺新聞店 有限会社 古寺新聞店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲２２０４番地
有限会社 ニック⿊埼南 有限会社 ニック⿊埼南 950-1203 新潟市南区大通⻩金３丁目１番１７号



店舗名 郵便番号 住所 方書受託者の氏名・名称
事務を行わせる場所

有限会社 尾崎新聞店 有限会社 尾崎新聞店 950-2113 新潟市⻄区内野山手２丁目１４番５号
地域活動支援センター 日だ
まり

地域活動支援センター 日だまり 950-0166 新潟市江南区旭２丁目１番４号

株式会社 カインズ カインズスーパーセンター新潟豊栄店 950-3317 新潟市北区かぶとやま２丁目１番６２号
社会福祉法人白蓮福祉会ワー
クセンターふぁみりー

ワークセンターふぁみりー 950-1101 新潟市⻄区山田２５１７番地９

有限会社ワイエスアグリプラ
ント

そら野テラス 959-0438 新潟市⻄蒲区下山１３２０番地１

株式会社 三和商会 パッケージプラザ サンワ東堀店 951-8066 新潟市中央区東堀前通３番町３８６番地１ 村山商会ビル１Ｆ
時計メガネ貴金属 大岩時計
店

時計メガネ貴金属 大岩時計店 953-0125 新潟市⻄蒲区和納１丁目９番２２号

株式会社 シモジマ パッケージプラザ新潟東店 950-0814 新潟市東区 谷内４丁目１番１１号
一般社団法人ななふく福祉会 ななふくクラブ 950-0806 新潟市東区海老ケ瀬３００２番地
オケショー オケショー 950-0075 新潟市中央区沼垂東４丁目５番１０号
ニイガタ・⽣活協同組合 ニイガタ・⽣協 精米センター 950-0054 新潟市東区秋葉１丁目３７番２６号
株式会社 文武堂 株式会社 文武堂 951-8063 新潟市中央区古町通５番町６０９番地
株式会社 新潟第一ホテル ローソン新潟第一ホテル店 950-0086 新潟市中央区花園１丁目３番１２号
有限会社 扇弥商店 有限会社 扇弥商店 950-1304 新潟市南区月潟１５２４番地
株式会社 ワコー食品 ショップ菜の花 950-0954 新潟市中央区美咲町１丁目１番１号 美咲合同庁舎１号館
水品靴店 水品靴店 950-0324 新潟市江南区酒屋町２４１番地２
株式会社 ⻄源 ラ・ムー⻲田店 950-0165 新潟市江南区⻄町３丁目５番３３号
株式会社 ますや製パン 株式会社 ますや製パン 951-8122 新潟市中央区旭町通２番町５２３９番地
ダイレックス株式会社 ダイレックス新潟⻘山店 950-2002 新潟市⻄区⻘山１丁目５番１号
特定非営利活動法人 千種の
舎

就労継続支援Ｂ型事業所 ＣＨＡＧＯＴ 950-2101 新潟市⻄区五十嵐１の町７３７７番地

梅田軒 酒泉わたゆり 梅田軒 酒泉わたゆり 959-0418 新潟市⻄蒲区升岡４１３番地
猪股商店 猪股商店 950-1217 新潟市南区白根３１３４番地

セブンイレブン新潟神道寺店 950-0983 新潟市中央区神道寺１丁目８５番地１
セブンイレブン新潟曽川店 950-1136 新潟市江南区曽川甲３７５番地
セブンイレブン豊栄駅北店 950-3327 新潟市北区石動１丁目１６番１０号
セブンイレブン新潟神谷内店 950-3116 新潟市北区神谷内２９２７番地６３
セブンイレブン新潟豊栄浦木店 950-3344 新潟市北区浦木１１９５番地

安田 一洋 セブンイレブン新潟市⺠病院前 950-1141 新潟市中央区鐘木５０５番地
安田 幸男 セブンイレブン新潟下木⼾２丁目店 950-0885 新潟市東区下木⼾２丁目１番６号

セブンイレブン新潟松浜６丁目店 950-3126 新潟市北区松浜６丁目１０番１号
セブンイレブン新潟⻲田四ツ興野店 950-0151 新潟市江南区⻲田四ツ興野１丁目１番３７号
セブンイレブン新潟花園１丁目店 950-0086 新潟市中央区花園１丁目１２番地

井浦 忍 セブンイレブン新潟竹尾３丁目店 950-0862 新潟市東区竹尾３丁目２４番５号
榎本 正仁 セブンイレブン⻲田曙店 950-0134 新潟市江南区曙町１丁目８番３１号
奥寺 茂夫 セブンイレブン新潟濁川インター店 950-3131 新潟市北区濁川１０２０番地１

セブンイレブン新潟坂井東店 950-2041 新潟市⻄区坂井東３丁目２４番１７号
セブンイレブン新潟坂井東４丁目店 950-2041 新潟市⻄区坂井東４丁目１７５１番地１
セブンイレブン 新潟上新栄町店 950-2076 新潟市⻄区上新栄町５丁目５８２７番地５６

角田 重仁 セブンイレブン新潟⻲田大月店 950-0162 新潟市江南区⻲田大月２丁目１９１７番地６
関口 健治 セブンイレブン新潟駅前店 950-0087 新潟市中央区東大通１丁目５番４６号
宮島 正道 セブンイレブン新潟幸⻄店 950-0908 新潟市中央区幸⻄２丁目２番８号
金⼦ 芳久 セブンイレブン下越巻店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲４０４６番地６
金田 正平 セブンイレブン豊栄嘉山店 950-3322 新潟市北区嘉山６丁目１番２１号
熊倉 一男 セブンイレブン新潟紫竹山店 950-0914 新潟市中央区紫竹山３丁目５番２２号
有限会社 古川商事 セブンイレブン新潟⼩針１丁目店 950-2022 新潟市⻄区⼩針１丁目３０番５号
五郎谷 謙治 セブンイレブン新潟山田店 950-1101 新潟市⻄区山田３３５３番地
江口 滋 セブンイレブン新潟木崎店 950-3304 新潟市北区木崎８６３番地２
高橋 厚 セブンイレブン新潟豊店 950-0812 新潟市東区豊１丁目１３番５３号
高桑 剛 セブンイレブン新潟山木⼾店 950-0871 新潟市東区山木⼾２丁目５６２番地
高⾒ 音羽 セブンイレブン新潟ネクスト２１店 951-8061 新潟市中央区⻄堀通６番町８６６番地１Ｆ
高崎 亨 セブンイレブン新潟善久店 950-1115 新潟市⻄区⿃原３５４８番地６

セブンイレブン新潟⼩新４丁目店 950-2023 新潟市⻄区⼩新４丁目９番３９号
セブンイレブン新潟姥ケ山インター店 950-0923 新潟市中央区姥ケ山３１２番地１
セブンイレブン新潟スタジアム前店 950-0933 新潟市中央区清五郎１２１番地

高野 良夫 セブンイレブン新潟⼩針藤山店 950-2021 新潟市⻄区⼩針藤山１番地２２
今井 秀一 セブンイレブン新潟寄居町店 951-8113 新潟市中央区寄居町３４４番地１

セブンイレブン新潟幸栄店 950-0022 新潟市東区幸栄３丁目１０番１７号
セブン−イレブン新潟秋葉通店 950-0052 新潟市東区秋葉通３丁目１２番地１

佐藤 貢司 セブンイレブン新潟⿃屋野２丁目店 950-0951 新潟市中央区⿃屋野２丁目１７番２２号
セブンイレブン新潟弁天１丁目店 950-0901 新潟市中央区弁天１丁目２番４号
セブンイレブン新潟和合町店 950-0985 新潟市中央区和合町２丁目５番９号

佐藤 由美⼦ セブンイレブン新潟⿃屋野店 950-0951 新潟市中央区⿃屋野３３４番地１
セブンイレブン新潟⼩新店 950-2024 新潟市⻄区⼩新⻄３丁目１５番１０号
セブンイレブン新潟⼩針８丁目店 950-2022 新潟市⻄区⼩針８丁目１２番３６号

笹川 豊 セブンイレブン新潟駅ＣｏＣｏＬｏ⻄館店 950-0086 新潟市中央区花園１丁目９６番４７号
山口 智紀 セブンイレブン新潟北山店 950-0116 新潟市江南区北山１９１番地１
山口 智紀 セブンイレブン新潟海老ヶ瀬店 950-0806 新潟市東区海老ケ瀬６００番地

セブンイレブン 新潟太夫浜店 950-3112 新潟市北区太夫浜１６７２番地５
セブンイレブン新潟豊栄インター店 950-3304 新潟市北区木崎３５２９番地１

志村 龍廣 セブンイレブン新潟⻘山８丁目店 950-2002 新潟市⻄区⻘山８丁目１１８４番３０号

山田 高志

角田 厚一

高野 崇

佐藤 嘉之

有限会社 佐藤商店

坂上 昭⼦

有限会社 市屋

阿部 栄

伊藤 正敏
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寺井 秀夫 セブンイレブン新潟古田店 956-0025 新潟市秋葉区古田７４４番地
セブンイレブン新潟曽野木団地店 950-1135 新潟市江南区曽野木１丁目１番１１号
セブンイレブン新潟姥ヶ山店 950-0923 新潟市中央区姥ケ山６丁目１５番２号
セブンイレブン新潟鐘木店 950-1141 新潟市江南区鐘木４０７番３号
セブンイレブン白根大通⻩金店 950-1203 新潟市南区大通⻩金４丁目１番１０号
セブンイレブン白根親和町店 950-1209 新潟市南区親和町６番２２号

祝 伸一郎 セブンイレブン新潟本町通店 951-8067 新潟市中央区本町通８番町１３０７番地
諸橋 勝也 セブンイレブン豊栄太田店 950-3313 新潟市北区太田甲５６４９番地３
⼩林 勝 セブンイレブン新潟和合町一丁目店 950-0985 新潟市中央区和合町１丁目１０番２２号

セブンイレブン新潟寺尾店 950-2052 新潟市⻄区寺尾１４番地８
セブンイレブン新潟有明店 950-2073 新潟市⻄区有明町１番地２１
セブンイレブン新潟児池店 950-0825 新潟市東区児池６８番地１
合同会社 あきば商事 950-0885 新潟市東区下木⼾１丁目１９番４号

清水 雄二 セブンイレブン新潟鰺潟店 950-1227 新潟市南区鯵潟５０７番地１
石⿊ 秀夫 セブンイレブン新潟卸新町１丁目店 950-0863 新潟市東区卸新町１丁目９２４番８号
設楽 英孝 セブンイレブン新潟曽和インター店 950-2144 新潟市⻄区曽和３９１番地１
浅井 勝昭 セブンイレブン新潟古町通４番町店 951-8063 新潟市中央区古町通４番町５８１番地１
村木 佳彦 セブンイレブン新津東町店 956-0816 新潟市秋葉区新津東町１丁目２４０番地２

セブンイレブン新潟逢谷内店 950-0814 新潟市東区 谷内３丁目１番３９号
セブンイレブン新潟上木⼾４丁目店 950-0891 新潟市東区上木⼾４丁目２番６号

大越 良幸 セブンイレブン新潟田家１丁目店 956-0836 新潟市秋葉区田家１丁目１番３１号
大瀧 正希 セブンイレブン新潟明石店 950-0084 新潟市中央区明石１丁目３番３２号
⾠口 昌明 セブンイレブン 新潟寺尾台２丁目店 950-2063 新潟市⻄区寺尾台２丁目７５７番地２
池田 浩⺒ セブンイレブン白根茨曽根店 950-1456 新潟市南区茨曽根２５４０番地２

セブンイレブン 新潟東明２丁目店 950-0853 新潟市東区東明２丁目１０番１号
セブンイレブン新潟東明１丁目店 950-0853 新潟市東区東明１丁目９番地１

有限会社 エム テー セブンイレブン巻潟東インタ−店 953-0054 新潟市⻄蒲区漆山８２７８番地
中條 五十鈴 セブンイレブン下越巻北店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲３０６１番地６

セブンイレブン新潟東中野山店 950-0836 新潟市東区東中野山６丁目２番３号
セブンイレブン新潟若葉町店 950-0837 新潟市東区若葉町２丁目４番５１号

⻑谷川 哲郎 セブンイレブン新潟川岸町３丁目店 951-8133 新潟市中央区川岸町３丁目２２番１号
株式会社 裕和（セブンイレブン新潟松崎店店舗分）950-0017 新潟市東区新松崎２丁目２番１号
セブンイレブン下越横越店 950-0208 新潟市江南区横越中央７丁目１番１号
株式会社 裕和（セブンイレブン新潟東出来島店店舗分）950-0961 新潟市中央区東出来島２６４番地４１
株式会社 裕和（セブンイレブン新潟さつき野店店舗分）956-0022 新潟市秋葉区さつき野４丁目１６番７号

⻑島 栄二 セブンイレブン新潟本⾺越店 950-0865 新潟市中央区本⾺越２丁目２番２７号
株式会社 セブンイレブン・
ジャパン

セブンイレブン新潟弁天橋通店 950-0932 新潟市中央区⻑潟８５４番地１

椎野 一利 セブンイレブン新潟味方中央店 950-1261 新潟市南区味方１５９１番地
渡邉 和夫 セブンイレブン新潟牡丹山店 950-0872 新潟市東区牡丹山１丁目２４番２号
土田 幸栄 セブンイレブン新潟車場店 956-0011 新潟市秋葉区車場４丁目１２番３９号
藤田 耕治 セブンイレブン新潟臼井店 950-1412 新潟市南区臼井３４０番地１
⾺場 大輔 セブンイレブン新潟水島町店 950-0904 新潟市中央区水島町５７番１号
白柏 知春 セブンイレブン新潟浜町店 950-0046 新潟市東区浜町１番１９号
薄田 厚 セブンイレブン 新潟競⾺場前店 950-3308 新潟市北区下大谷内３７８番地６５
樋口 朱美 セブンイレブン新潟坂井店 950-2042 新潟市⻄区坂井９２６番地２
風間 久史 セブンイレブン新潟⼩須⼾新保店 956-0112 新潟市秋葉区新保５９３番地１
風間 隆 セブンイレブン新潟⻯が島１丁目店 950-0072 新潟市中央区⻯が島１丁目７番７号
平間 信吾 セブンイレブン新潟高校前 951-8127 新潟市中央区関屋下川原町２丁目５１番地
堀 新一 セブンイレブン新潟弁天橋店 950-0925 新潟市中央区弁天橋通１丁目１５４７番地１
堀田 恵利 セブンイレブン新潟上大川前通４番町店 951-8068 新潟市中央区上大川前通４番町４０番地３
堀澤 英治 セブンイレブン新潟新通店 950-2035 新潟市⻄区新通２１９５番地１
木津 二三雄 セブンイレブン新潟和泉店 950-1471 新潟市南区和泉２１０番地２
野口 朋和 セブンイレブン新潟城所インター店 950-0136 新潟市江南区城所１丁目１０番１号
野沢 徹 セブンイレブン新潟河渡店 950-0024 新潟市東区河渡１丁目２番１０号
鈴木 庄一 セブンイレブン新潟信濃町店 951-8152 新潟市中央区信濃町２５番２０号
鈴木 正博 セブンイレブン 新潟大学前店 950-2102 新潟市⻄区五十嵐２の町８３０５番地１７

セブンイレブン新潟新和一丁目店 950-0972 新潟市中央区新和１丁目１番２３号
セブンイレブン新潟上所店 950-0992 新潟市中央区上所上２丁目１番３号
セブンイレブン新潟上所２丁目店 950-0994 新潟市中央区上所２丁目１１番１５号

伊田 直人 ファミリーマート新潟桜木インター店 950-0983 新潟市中央区神道寺２丁目６番１３号
Ｈ・Ｉ＆ｃｏｍｐａｎｙ株式
会社

Ｈ・Ｉ＆ｃｏｍｐａｎｙ株式会社（ファミ
リーマート新津吉岡町店）

956-0837 新潟市秋葉区吉岡町２２番１８号

加藤 正樹 ファミリーマート新潟中野山五丁目店 950-0841 新潟市東区中野山５丁目２１番１０号
夏目 孝⼦ ファミリーマート ⻲田大月店 950-0162 新潟市江南区⻲田大月３丁目７番５７号
河内 昌幸 ファミリーマート 豊栄かぶとやま店 950-3317 新潟市北区かぶとやま１丁目４番地２
菊地 武彦 ファミリーマート新潟牡丹山店 950-0872 新潟市東区牡丹山１丁目５番１５号
吉沢 義博 ファミリーマート新潟矢代田店 956-0113 新潟市秋葉区矢代田３３２９番地１
吉田 浩幸 ファミリーマート新潟女池神明店 950-0943 新潟市中央区女池神明３丁目６番８号
近藤 喜与二 ファミリーマート新潟⻲田向陽店 950-0121 新潟市江南区⻲田向陽１丁目２番１２号
古俣 信人 ファミリーマート新潟中野山店 950-0841 新潟市東区中野山６丁目１番１号
五十嵐 陸行 ファミリーマート新津さつき野店 956-0022 新潟市秋葉区さつき野２丁目１０番３６号
高橋 春男 ファミリーマート新津車場店 956-0017 新潟市秋葉区あおば通２丁目２番１１号
高橋 諭 ファミリーマート白根⼾頭店 950-1475 新潟市南区⼾頭７３８番地１
高山 良治 ファミリーマート上大川前通店 951-8068 新潟市中央区上大川前通４番町４５番地１

廣田 和彦

株式会社 裕和

有限会社 藤谷

秋庭 保夫

⼩林 明

合同会社 あきば商事

太田 和彦

中山 智仁

中澤 成夫



店舗名 郵便番号 住所 方書受託者の氏名・名称
事務を行わせる場所

昆 博之 ファミリーマート新潟船江町店 950-0031 新潟市東区船江町１丁目４７番７号
佐藤 いずみ ファミリーマート新潟河渡本町店 950-0016 新潟市東区河渡本町２２番６６号
佐藤 勝 ファミリーマート新津善道町店 956-0865 新潟市秋葉区善道町２丁目２４０９番地１

ファミリーマート新潟⼩新店 950-2024 新潟市⻄区⼩新⻄２丁目１０番２３号
ファミリーマート新潟⼩針南店 950-2025 新潟市⻄区⼩針南６１番１号

榊原 ⻯也 ファミリーマート⻄川旗屋店 959-0423 新潟市⻄蒲区旗屋５１１番地
ファミリーマート新潟東大通店 950-0087 新潟市中央区東大通１丁目２番１号
ファミリーマート新潟明石通店 950-0087 新潟市中央区東大通１丁目７番７号 １階

山下 馨 ファミリーマート新潟五十嵐中島店 950-2162 新潟市⻄区五十嵐中島３丁目３６７４番地１
志太 義和 ファミリーマート新潟中之口店 950-1322 新潟市⻄蒲区六分７８１番地
酒井 美央 ファミリーマート新津朝日店 956-0835 新潟市秋葉区朝日２６０番地５
⼩野 知⼦ ファミリーマート新潟紫竹７丁目店 950-0864 新潟市東区紫竹７丁目３６番１６号
㈱ カメラショップユザワ ファミリーマート新潟医学町通店 951-8124 新潟市中央区医学町通１番町３９番地１
⼩林 政志 ファミリーマート新潟巻インター店 953-0054 新潟市⻄蒲区漆山７９０３番地１

ファミリーマート新潟天野店 950-1134 新潟市江南区天野１丁目１７番１号
ファミリーマート新潟竹尾卸団地店 950-0862 新潟市東区竹尾８１４番地１

株式会社 開成ビルサービス 株式会社 開成ビルサービス 950-0081 新潟市中央区三和町４番２０号
⻘木 邦男 ファミリーマート横越うぐいす団地店 950-0214 新潟市江南区うぐいす１丁目１番１号
幸栄建設 株式会社 ファミリーマート新潟山谷町店 956-0024 新潟市秋葉区山谷町２丁目４番２４号

ファミリーマート新潟中木⼾店 950-0886 新潟市東区中木⼾３１８番地６
ファミリーマート新潟松園店 950-0023 新潟市東区松園１丁目９番４９号

⻑谷川 茂 ファミリーマート新潟⽴仏店 950-1103 新潟市⻄区⽴仏４７４番地
⻑谷部 貴弘 ファミリーマート新潟十番町店 951-8068 新潟市中央区上大川前通１０番町１９１４番地
田村 剛彦 ファミリーマート新潟善久店 950-1102 新潟市⻄区善久４５０番地８
田村 礼⼦ ファミリーマート新潟錦町店 950-0062 新潟市東区錦町５番６８号
田中 和仁 ファミリーマート新潟巻大原店 953-0013 新潟市⻄蒲区巻大原９９６番地２
藤村 泉 ファミリーマート新潟⻑者町店 950-0066 新潟市東区⻑者町１５番３７号
白玉 康雄 ファミリーマート横越茜ケ丘店 950-0212 新潟市江南区茜ケ丘７番地１５

ファミリーマート新潟あぶみ三丁目店 950-0913 新潟市中央区鐙３丁目６番３６号
ファミリーマート新潟天神尾一丁目店 950-0905 新潟市中央区天神尾１丁目１５番１０号

米山 一典 ファミリーマート新潟万代４丁目店 950-0088 新潟市中央区万代４丁目１番１号
鈴木 朝雄 ファミリーマート豊栄木崎店 950-3306 新潟市北区内島⾒２５１１番地３
眞柄 忍 ファミリーマート新津山谷南店 956-0031 新潟市秋葉区新津４５１９番地６
⻫藤 豊 ファミリーマート新潟紫竹二丁目店 950-0864 新潟市東区紫竹２丁目１番８６号

イオン新潟東店 950-0813 新潟市東区大形本町３丁目１番２号
イオン新潟南店 950-0150 新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号
イオンラブラ万代店 950-0088 新潟市中央区万代１丁目５番１号
イオン白根店 950-1213 新潟市南区能登４０９番地２
イオン新潟⻄店 950-2028 新潟市⻄区⼩新南２丁目１番１０号
イオン新潟⻘山店 950-2002 新潟市⻄区⻘山２丁目５番１号
イオン笹口店 950-0912 新潟市中央区南笹口２丁目３番４５号
イオン⻲田店 950-0151 新潟市江南区⻲田四ツ興野１丁目３番１８号
イオン山二つ店 950-0922 新潟市中央区山二ツ１丁目６番６号
イオン上木⼾店 950-0893 新潟市東区はなみずき２丁目２番８号
イオン藤⾒町店 950-0025 新潟市東区藤⾒町２丁目４番１８号
イオンスタイル上所店 950-0994 新潟市中央区上所３丁目１０番６５号
イオンスタイル新津 956-0032 新潟市秋葉区南町７番５３号
原信 内野店 950-2162 新潟市⻄区五十嵐中島５丁目１８番５８号
原信 新津店 956-0035 新潟市秋葉区程島１８６５番地１
原信 関屋店 951-8141 新潟市中央区関新３丁目４番３２号
原信 豊栄店 950-3321 新潟市北区 塚１２６０番地
原信 河渡店 950-0015 新潟市東区河渡庚１３５番地１
原信 白根店 950-1477 新潟市南区田中１５番地
原信 新通店 950-2035 新潟市⻄区新通１２３８番地１
原信 紫竹山店 950-0914 新潟市中央区紫竹山１丁目６番３６号
原信 錦町店 950-0062 新潟市東区錦町５番１９号
原信 南万代店 950-0908 新潟市中央区幸⻄１丁目１番３７号
原信 近江店 950-0973 新潟市中央区上近江２丁目３番１７号
原信 ⿊埼店 950-1101 新潟市⻄区山田６６番地
原信 ⻲⾙店 950-2033 新潟市⻄区⻲⾙１４０１番地
原信 五十嵐東店 950-2045 新潟市⻄区五十嵐東１丁目１３番１号
原信 女池店 950-0945 新潟市中央区女池上山２丁目３番３号
原信 巻店 953-0042 新潟市⻄蒲区⾚鏥３４２番地１
チャレンジャー田家店 956-0836 新潟市秋葉区田家２丁目１９５６番地１
チャレンジャー海老ケ瀬店 950-0806 新潟市東区海老ケ瀬３０１５番地
チャレンジャー寺尾店 950-2015 新潟市⻄区⻄⼩針台１丁目１９番２９号
チャレンジャー巻店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲４１７６番地１
チャレンジャー⾚道店 950-0063 新潟市東区上王瀬町２番４９号
チャレンジャー 新潟中央インター店 950-1151 新潟市中央区湖南５番地１０
業務スーパー紫竹山店 950-0914 新潟市中央区紫竹山２丁目３番３３号
ウオロク信濃町店 951-8152 新潟市中央区信濃町２番１０号
ウオロク河渡店 950-0022 新潟市東区幸栄３丁目１番２６号
ウオロク女池店 950-0941 新潟市中央区女池６丁目１９番２０号
ウオロク神道寺店 950-0983 新潟市中央区神道寺１丁目５６番１号
ウオロク松浜店 950-3115 新潟市北区松浜新町１番２３号

佐野 正喜

三⼾ 隆二

⼩林 美由希

中川 義孝

平岩 和弥

イオンリテール株式会社

株式会社 原信

㈱オーシャンシステム



店舗名 郵便番号 住所 方書受託者の氏名・名称
事務を行わせる場所

ウオロクデッキィ４０１店 950-0973 新潟市中央区上近江４丁目１２番２０号
ウオロク豊栄店 950-3327 新潟市北区石動２丁目５番３号
ウオロク巻店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲４８６２番地
スーパーセンターウオロク新津店 956-0031 新潟市秋葉区新津５１６３番地３
ウオロク大学前店 950-2042 新潟市⻄区坂井７５３番地
ウオロク葛塚店 950-3313 新潟市北区太田甲５８０７番地
ウオロク牡丹山店 950-0872 新潟市東区牡丹山３丁目１８番３４号
ウオロク⿃屋野南店 950-0951 新潟市中央区⿃屋野３２４番１号
ウオロク中野山店 950-0837 新潟市東区若葉町１丁目１９番６６号
ウオロク⻲田店 950-0162 新潟市江南区⻲田大月１丁目４７７番１号
ウオロク⾺越店 950-0865 新潟市中央区本⾺越２丁目８６０番１号
ウオロク内野店 950-2121 新潟市⻄区槇尾１４２５番地１
ウオロク上新栄町店 950-2076 新潟市⻄区上新栄町４丁目８番５号
ウオロク白根大通店 950-1244 新潟市南区上塩俵１９２３番地
ウオロク関屋店 951-8134 新潟市中央区関屋２番地９８
ウオエイ国道店 950-1227 新潟市南区鯵潟４２３番地１
ウオエイ⻲田店 950-0122 新潟市江南区稲葉１丁目１０８２番地
ウオエイ金巻店 950-1112 新潟市⻄区金巻１１５５番地
ウオエイ荻川店 956-0805 新潟市秋葉区中野５丁目１０２番地１１
ウオエイ石山店 950-0852 新潟市東区石山４丁目２番６号
清水フードセンター⻘山店 950-2002 新潟市⻄区⻘山８丁目５番２号
清水フードセンター⼩針店 950-2022 新潟市⻄区⼩針７丁目１５番１号
清水フードセンター関屋店 951-8135 新潟市中央区関屋新町通１丁目２２番地
清水フードセンターとやの店 950-8733 新潟市中央区堀之内５５番地１
清水フードセンター山の下店 950-0056 新潟市東区古川町６番９号
清水フードセンター大学前店 950-2044 新潟市⻄区坂井砂山３丁目６番５５号
清水フードセンター坂井店 950-2041 新潟市⻄区坂井東６丁目２０番１号
清水フードセンター河渡店 950-0032 新潟市東区河渡甲３７７番地１
清水フードセンター⻄堀店 951-8061 新潟市中央区⻄堀通３番町８０４番地１０
清水フードセンター中山店 950-0861 新潟市東区中山６丁目３番１７号
清水フードセンター湊町店 951-8027 新潟市中央区湊町通４ノ町３３４７番地
清水フードセンター⿊埼店 950-1101 新潟市⻄区山田４３９番地１
清水フードセンター巻店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲４１３２番地１
清水フードセンター東中野山店 950-0836 新潟市東区東中野山７丁目１８番３号
清水商事株式会社 配送センター 950-0854 新潟市東区南紫竹２丁目５番２５号
キューピット 石山店 950-0823 新潟市東区東中島２丁目４番１号
キューピット 中山店 950-0861 新潟市東区中山６丁目１３番６２号
キューピット 松浜店 950-3124 新潟市北区三軒屋町５番１号
キューピット 豊栄店 950-3325 新潟市北区白新町３丁目１０番２４号
キューピット ⻲田店 950-0164 新潟市江南区⻲田本町２丁目６番２５号
キューピット 粟山店 950-0843 新潟市東区粟山４丁目２番１７号
キューピット ⻑潟店 950-0932 新潟市中央区⻑潟２２番地１
キューピット 早通店 950-3376 新潟市北区早通北４丁目１番２５号
キューピット かめだ三條岡店 950-0129 新潟市江南区三條岡１丁目１番４０号
キューピット 出来島店 950-0963 新潟市中央区南出来島２丁目８番１号
キューピット 南紫竹店 950-0854 新潟市東区南紫竹２丁目７番３号
リオン・ドール白根店 950-1217 新潟市南区白根２７９３番地
リオン・ドール⻄川店 959-0425 新潟市⻄蒲区押付８番地１
リオン・ドール巻店 953-0042 新潟市⻄蒲区⾚鏥９３７番地１
リオン・ドール新津店 956-0022 新潟市秋葉区さつき野４丁目２０番８号
リオン・ドール寺尾店 950-2051 新潟市⻄区寺尾朝日通１１番７号
リオン・ドール新津本町店 956-0864 新潟市秋葉区新津本町４丁目１３番１２号
リオン・ドール⻄川北店 959-0421 新潟市⻄蒲区鱸５５４番地１
ウエルシア薬局⼩新店 950-2023 新潟市⻄区⼩新４丁目１０６番１号
ウエルシア薬局⻲田店 950-0151 新潟市江南区⻲田四ツ興野３丁目２番３２号
ウエルシア薬局新潟南笹口店 950-0912 新潟市中央区南笹口２丁目３番５５号
ウエルシア薬局⻘山店 950-2003 新潟市⻄区東⻘山１丁目２５番２号
ウェルシア新潟新和店 950-0972 新潟市中央区新和１丁目６６番地１
ウェルシア新潟寺尾店 950-2055 新潟市⻄区寺尾上６丁目１番６号
ウェルシア新潟東中野山店 950-0836 新潟市東区東中野山１丁目２番９号
ウェルシア巻店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲４７７７番地１
ウエルシア新潟さつき野店 956-0022 新潟市秋葉区さつき野１丁目１番３６号
ウェルシア薬局新潟大学前店 950-2042 新潟市⻄区坂井７４６番地１
ウエルシア新潟横七番町店 951-8084 新潟市中央区元下島町４６２７番地１
ウエルシア新潟⻲⾙店 950-2033 新潟市⻄区⻲⾙１２３４番地１
ウエルシア新潟上木⼾店 950-0891 新潟市東区上木⼾１丁目１２番５号
ウエルシア新潟秋葉通店 950-0052 新潟市東区秋葉通３丁目１２番地２
ウエルシア新潟⻲田駅前店 950-0166 新潟市江南区旭２丁目１番７号
ウェルシア薬局新潟白根店 950-1213 新潟市南区能登４２５番地１
ウエルシア新潟⻄内野店 950-2155 新潟市⻄区五十嵐上崎山６２番地
ウエルシア新潟関新１丁目店 951-8141 新潟市中央区関新１丁目２番４６号
ウエルシア新潟太夫浜店 950-3112 新潟市北区太夫浜１６３９番地５
ウエルシア新潟出来島店 950-0963 新潟市中央区南出来島２丁目５番２０号
ウエルシア新潟⿃原店 950-1115 新潟市⻄区⿃原２３２３番地１
ウエルシア新潟荻川店 956-0017 新潟市秋葉区あおば通１丁目６番１７号

株式会社 キューピット

株式会社 リオン・ド−ルコ
−ポレ−シヨン

ウエルシア薬局株式会社

清水商事株式会社

株式会社 ウオロク

株式会社 魚栄商店



店舗名 郵便番号 住所 方書受託者の氏名・名称
事務を行わせる場所

ウエルシア新潟中山店 950-0861 新潟市東区中山６丁目２１番２３号
ドラッグトップス⼩針店 950-2022 新潟市⻄区⼩針４丁目１４番７号
ドラッグトップス⻲⾙店 950-2033 新潟市⻄区⻲⾙１４０１番地
ドラッグトップス曽野木店 950-1135 新潟市江南区曽野木１丁目２６番２４号
ドラッグトップス横越店 950-0210 新潟市江南区横越上町５丁目１番３２号
ドラッグトップス豊栄店 950-3321 新潟市北区 塚１２６０番地
ドラッグトップス新津店 956-0035 新潟市秋葉区程島１８６５番地１
ドラッグトップス巻店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲４８３５番地
ドラッグトップス河渡店 950-0015 新潟市東区河渡庚１３５番地１
ドラッグトップス白根店 950-1475 新潟市南区⼾頭１３８４番地１
ドラッグトップス新通店 950-2035 新潟市⻄区新通１０５７番地
ドラッグトップスかめだ三條岡店 950-0129 新潟市江南区三條岡１丁目１番３８号
ドラッグトップス女池店 950-0943 新潟市中央区女池神明１丁目１６１１番地１
ドラッグトップス巻南店 953-0042 新潟市⻄蒲区⾚鏥９０７番地１
ドラッグトップス 葛塚店 950-3313 新潟市北区太田５８０４番地１
ドラッグトップス⿊埼店 950-1101 新潟市⻄区山田８１番地
ドラッグトップス 中野山店 950-0837 新潟市東区若葉町１丁目１９番２３号
ドラッグトップスとやの店 950-0982 新潟市中央区堀之内南１丁目１５番地１５
ドラッグトップス⾺越店 950-0865 新潟市中央区本⾺越２丁目８番２１号
ドラッグトップス⻘山店 950-2002 新潟市⻄区⻘山１丁目５番１５号
ドラッグトップス空港通り店 950-0034 新潟市東区浜谷町２丁目４番１８号
ドラッグトップス上木⼾店 950-0891 新潟市東区上木⼾３丁目１０番５号
ドラッグトップス粟山店 950-0843 新潟市東区粟山４丁目３４番１号
マツモトキヨシ真砂店 950-2073 新潟市⻄区有明町１番２６号
マツモトキヨシ白山駅前店 951-8131 新潟市中央区白山浦２丁目６４５番地５６
マツモトキヨシ山木⼾店 950-0871 新潟市東区山木⼾５丁目１７番１４号
マツモトキヨシ⻄湊町通店 951-8041 新潟市中央区本間町３丁目２６６５番地
マツモトキヨシ大学前店 950-2042 新潟市⻄区坂井７１２番地１
マツモトキヨシ空港通店 950-0032 新潟市東区河渡甲３８６番地
マツモトキヨシ⻲田店 950-0167 新潟市江南区五月町３丁目１番５号
マツモトキヨシ山二ツ店 950-0922 新潟市中央区山二ツ１丁目９８０番地１
マツモトキヨシ近江店 950-0973 新潟市中央区上近江３丁目５番３号
マツモトキヨシ白根店 950-1226 新潟市南区白根四ツ興野１５９番地１
マツモトキヨシ新潟駅ビルＣｏＣｏＬｏ東店 950-0086 新潟市中央区花園１丁目１番１号
マツモトキヨシレスポ新潟⾚道店 950-0063 新潟市東区上王瀬町２番５０号
マツモトキヨシ紫竹山店 950-0914 新潟市中央区紫竹山１丁目９番３号
マツモトキヨシ米山店 950-0916 新潟市中央区米山６丁目１７８番地
マツモトキヨシ南紫竹店 950-0854 新潟市東区南紫竹１丁目３番４７号
マツモトキヨシ女池店 950-0945 新潟市中央区女池上山２丁目１番１５号
マツモトキヨシ新潟中央インター店 950-1151 新潟市中央区湖南１４番地１２
マツモトキヨシ鐙店 950-0913 新潟市中央区鐙３丁目８番１８号
マツモトキヨシ本町通店 951-8067 新潟市中央区本町通６番町１１３６番地
ココカラファイン 大野店 950-1111 新潟市⻄区大野町３２６５番地
ココカラファイン 本町通店 951-8067 新潟市中央区本町通６番町１１２０番地
ココカラファイン 新津店 956-0864 新潟市秋葉区新津本町４丁目１６番１７号 ベルシティ新津１Ｆ
ココカラファイン 新潟⻘山店 950-2002 新潟市⻄区⻘山８丁目５番２号 ⻘山ショッピングセンター内
ココカラファイン 白根店 950-1217 新潟市南区白根２８０４番地
ココカラファイン 新崎店 950-3133 新潟市北区すみれ野３丁目２番１３号
ココカラファイン 古町６番町店 951-8063 新潟市中央区古町通６番町９８１番地
ココカラファイン はなみずき店 950-0893 新潟市東区はなみずき２丁目６番１７号
ココカラファイン 万代店 950-0088 新潟市中央区万代１丁目３番１０号 新潟万代ビル１Ｆ２Ｆ
ココカラファイン 南出来島店 950-0963 新潟市中央区南出来島２丁目８番６号
ココカラファイン 関屋店 951-8141 新潟市中央区関新３丁目４番３４号
ココカラファイン 大学前店 950-2102 新潟市⻄区五十嵐２の町８２５４番地
ココカラファイン アピタ⻲田店 950-0157 新潟市江南区鵜ノ⼦４丁目４６６番地 アピタ新潟⻲田店内
ココカラファイン 山の下店 950-0056 新潟市東区古川町６番２６号
ココカラファイン 早川町店 951-8024 新潟市中央区早川町３丁目３２３０番地
ココカラファイン 新潟市役所前店 951-8126 新潟市中央区学校町通１番町１２番地 市役所前ビル１Ｆ２Ｆ
ココカラファイン アピタ新潟⻄店 950-2023 新潟市⻄区⼩新５丁目７番２１号 アピタ新潟⻄店内
ココカラファイン 山田店 950-1101 新潟市⻄区山田４０８番地１
ココカラファイン 豊栄店 950-3327 新潟市北区石動２丁目４番１号
ココカラファイン 牡丹山店 950-0872 新潟市東区牡丹山１丁目３１番２０号
ココカラファイン 新通店 950-2035 新潟市⻄区新通２３１１番地１
ココカラファイン 錦町店 950-0062 新潟市東区錦町５番６２号
ココカラファイン 南万代町店 950-0908 新潟市中央区幸⻄１丁目１番３７号
ココカラファイン 女池店 950-0943 新潟市中央区女池神明１丁目１６０６番地１
ココカラファイン 南紫竹店 950-0854 新潟市東区南紫竹２丁目７番３号
ココカラファイン ⻄川店 959-0425 新潟市⻄蒲区押付１５２番地１
ココカラファイン ⿃屋野南店 950-0951 新潟市中央区⿃屋野３１９番地
ココカラファイン コモタウン新津店 956-0031 新潟市秋葉区新津５１６３番地３
ココカラファイン 白根大通店 950-1244 新潟市南区上塩俵１９２０番地
ココカラファイン 古町ルフル店 951-8063 新潟市中央区古町通７番町１０１０番地 古町ルフル１階
ココカラファイン 寺尾店 950-2051 新潟市⻄区寺尾朝日通２７番２６号
クスリのアオキ 空港通り店 950-0034 新潟市東区浜谷町２丁目１番１１号
クスリのアオキ 女池店 950-0948 新潟市中央区女池南１丁目６番６号

株式会社 サンドラッグ

株式会社マツモトキヨシ 甲
信越販売

株式会社 ココカラファイン
ヘルスケア



店舗名 郵便番号 住所 方書受託者の氏名・名称
事務を行わせる場所

クスリのアオキ ⻘山店 950-2002 新潟市⻄区⻘山１丁目２番３号
クスリのアオキ 逢谷内店 950-0814 新潟市東区 谷内３丁目５１５番地１
クスリのアオキ 豊店 950-0812 新潟市東区豊２丁目２番５０号
クスリのアオキ さつき野店 956-0022 新潟市秋葉区さつき野４丁目２０番１号
クスリのアオキ ⾺越店 950-0865 新潟市中央区本⾺越２丁目１１番１２号
クスリのアオキ ⼩新店 950-2024 新潟市⻄区⼩新⻄２丁目１９番３４号
クスリノアオキ 新潟大島店 950-0953 新潟市中央区大島１１１番地３
クスリのアオキ 松浜店 950-3128 新潟市北区松浜東町２丁目３番１０号
クスリのアオキ 新津店 956-0031 新潟市秋葉区新津４５２０番地３
クスリのアオキ 寺尾台店 950-2063 新潟市⻄区寺尾台３丁目１番５号
クスリのアオキ 中野山店 950-0837 新潟市東区若葉町１丁目１９番３０号
クスリのアオキ 紫竹山店 950-0914 新潟市中央区紫竹山３丁目３番２９号
クスリのアオキ 坂井砂山店 950-2044 新潟市⻄区坂井砂山２丁目１９番１８号
カワチ薬品 松崎店 950-0017 新潟市東区新松崎１丁目６番１７号
カワチ薬品 ⿊埼インター店 950-1101 新潟市⻄区山田２３０７番地３８６
カワチ薬品 豊栄店 950-3317 新潟市北区かぶとやま２丁目３番４号
カワチ薬品 ⻘山店 950-2002 新潟市⻄区⻘山４丁目３番１３号
カワチ薬品 寺尾店 950-2051 新潟市⻄区寺尾朝日通１６番３０号
ドラッグセイムス石山店 950-0852 新潟市東区石山４丁目１番１１号
ドラッグセイムス東明店 950-0853 新潟市東区東明７丁目５番１号
ドラッグセイムス松浜店 950-3128 新潟市北区松浜東町１丁目９番１５号
ドラッグセイムス中山店 950-0861 新潟市東区中山６丁目１９番８号
ドラッグセイムス⼩須⼾店 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾８０番地
コメリホームセンター⼩針店 950-2022 新潟市⻄区⼩針３丁目３６番２０号
コメリホームセンター牡丹山店 950-0872 新潟市東区牡丹山５丁目４番３０号
コメリホームセンター内野店 950-2121 新潟市⻄区槇尾８７番地
コメリホームセンター出来島店 950-0973 新潟市中央区上近江４丁目１２番２０号
コメリホームセンター白根店 950-1213 新潟市南区能登２丁目９番９号
コメリホームセンター巻店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲４８６９番地
コメリホームセンター豊栄店 950-3321 新潟市北区 塚１２６０番地
コメリパワー⿊埼店 950-1101 新潟市⻄区山田４２８番地２
コメリパワー河渡店 950-0015 新潟市東区河渡庚３２０番地
コメリパワー新津店 956-0035 新潟市秋葉区程島４５７５番地１
コメリハード＆グリーン⻄内野店 950-2163 新潟市⻄区新中浜１丁目７番１号
コメリハード＆グリーン⻲田店 950-0165 新潟市江南区⻄町２丁目２０１７番地
コメリハードアンドグリーン⼩須⼾店 956-0101 新潟市秋葉区⼩須⼾３０９番地
コメリハードアンドグリーン松浜店 950-3115 新潟市北区松浜新町１番地２１
コメリパワー新潟⻄店 950-2033 新潟市⻄区⻲⾙７２２番地
スーパーセンタームサシ新潟店 950-0923 新潟市中央区姥ケ山４５番地１
ホームセンタームサシ新津店 956-0031 新潟市秋葉区新津５１６３番地３
ひらせいホームセンター ⻲田店 950-0166 新潟市江南区旭２丁目２００８番地
ひらせいホームセンター 巻店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲４０５８番地１
ひらせいホームセンター 寺尾台店 950-2063 新潟市⻄区寺尾台２丁目３番３号
ひらせいホームセンター 坂井店 950-2041 新潟市⻄区坂井東４丁目１６番７号
ひらせいホームセンター 新津店 956-0861 新潟市秋葉区北上８８４番地１
ひらせいホームセンター 横越店 950-0218 新潟市江南区いぶき野２丁目１番１号
ひらせいホームセンター 豊栄インター店 950-3317 新潟市北区かぶとやま２丁目６番地１１
ひらせいホームセンター 新崎店 950-3134 新潟市北区新崎６７１番地
ひらせいホームセンター 白根バイパス店 950-1214 新潟市南区上下諏訪木８６３番地１
ひらせいらくだ便酒いちば白根国道店 950-1232 新潟市南区十五間１９１番地

ドン・キホーテ 経理部 ドン・キホーテ 新潟駅南店 950-0912 新潟市中央区南笹口１丁目１番１号
越後中央農業協同組合 巻営農センター 953-0023 新潟市⻄蒲区竹野町２４３６番地１
越後中央農業協同組合 ⻄部園芸センター 953-0012 新潟市⻄蒲区越前浜５５５７番地９
越後中央農業協同組合 ⻄部園芸センター 松野尾購買店953-0015 新潟市⻄蒲区松野尾２７１３番地
越後中央農業協同組合 漆山営農センター 953-0054 新潟市⻄蒲区漆山８８４１番地
越後中央農業協同組合 岩室営農センター 953-0131 新潟市⻄蒲区⻄⻑島７１２番地
越後中央農業協同組合 潟東営農センター 959-0512 新潟市⻄蒲区番屋８１３番地
越後中央農業協同組合 ⻄川支店 959-0422 新潟市⻄蒲区曽根１２２９番地１
越後中央農業協同組合 味方営農センター 950-1261 新潟市南区味方１５８０番地１
越後中央農業協同組合 月潟営農センター 950-1304 新潟市南区月潟１１４２番地
越後中央農業協同組合 中之口支店 950-1343 新潟市⻄蒲区三ツ門１９番地１
越後中央農業協同組合 ⿊埼支店 950-1122 新潟市⻄区木場１６０１番地
新潟みらい農業協同組合 しろね北グリーンセンター950-1407 新潟市南区鷲ノ木新田４７４０番地１
新潟みらい農業協同組合 しろね南グリーンセンター950-1431 新潟市南区上八枚１６５３番地１
新潟みらい農業協同組合 横越グリーンセンター950-0208 新潟市江南区横越中央１丁目３番１８号
新潟みらい農業協同組合 ⻄グリーンセンター 950-2253 新潟市⻄区木山３９０番地
新潟みらい農業協同組合 南部集出荷場 950-0205 新潟市江南区沢海１丁目１番１０号
ＪＡ新津さつき 金津出張所 956-0835 新潟市秋葉区朝日４５４番地
ＪＡ新津さつき 東部営農経済センター 956-0825 新潟市秋葉区下新１５１番地８
ＪＡ新津さつき ⻄部営農経済センター 956-0006 新潟市秋葉区⼩⼾上組５３番地１
ローソン新津山谷町店 956-0024 新潟市秋葉区山谷町２丁目２３番２４号
ローソン豊栄葛塚店 950-3321 新潟市北区 塚３３１８番地２
ローソン新潟駅南店 950-0912 新潟市中央区南笹口１丁目２番２５号
ローソン新潟明石通店 950-0087 新潟市中央区東大通１丁目７番１６号
ローソン新潟万代橋店 951-8055 新潟市中央区礎町通１ノ町１９６８番地１

株式会社ひらせいホームセン
ター

越後中央農業協同組合

新潟みらい農業協同組合

新津さつき農業協同組合

アークランドサカモト 株式
会社

株式会社 クスリのアオキ

株式会社 カワチ薬品

株式会社 モリキ

㈱コメリ



店舗名 郵便番号 住所 方書受託者の氏名・名称
事務を行わせる場所

ローソン新潟万代テレコムビル店 950-0088 新潟市中央区万代４丁目４番２７号
ローソン新潟堀ノ内店 950-0971 新潟市中央区近江２丁目２０番３８号 堀ノ内ビル１Ｆ
ローソン新潟弁天橋通店 950-0925 新潟市中央区弁天橋通１丁目８番１３号
ローソン新潟弁天一丁目店 950-0901 新潟市中央区弁天１丁目１番１６号
ローソン新潟南出来島店 950-0963 新潟市中央区南出来島１丁目９番２７号
ローソン新潟東大通店 950-0087 新潟市中央区東大通２丁目１番６号
ローソン新潟沼垂⻄店 950-0076 新潟市中央区沼垂⻄１丁目４番２号
ローソン新潟高志店 950-0926 新潟市中央区高志２丁目９番５号
ローソン新潟古町八番町店 951-8063 新潟市中央区古町通８番町１４３０番地
ローソン新潟花園一丁目店 950-0086 新潟市中央区花園１丁目２番２号
ローソン新潟花園店 950-0087 新潟市中央区東大通１丁目５番２８号
ローソンＮＳＧスクエア店 951-8063 新潟市中央区古町通７番町９３５番地
ローソン白根新飯田店 950-1455 新潟市南区新飯田２６５８番地１
ローソン新潟白根上塩俵店 950-1203 新潟市南区大通⻩金７丁目１０番１２号
ローソン新潟木工団地店 950-0807 新潟市東区木工新町１０６０番地１
ローソン新潟物⾒山店 950-0021 新潟市東区物⾒山３丁目１０３番地１１
ローソン新潟南紫竹店 950-0854 新潟市東区南紫竹１丁目１０番４号
ローソン新潟中島店 950-0824 新潟市東区中島１丁目８番１４号
ローソン新潟山木⼾店 950-0871 新潟市東区山木⼾７丁目４番２８号
ローソン新潟⻘山七丁目店 950-2002 新潟市⻄区⻘山７丁目１４１０番地１１
ローソン新潟大学店 950-2102 新潟市⻄区五十嵐２の町８０５０番地２
ローソン新潟⻄川善光寺店 959-0411 新潟市⻄蒲区善光寺８９７番地
ローソン巻蓮田店 953-0041 新潟市⻄蒲区巻甲４１６２番地４
ローソン⻲田大月店 950-0162 新潟市江南区⻲田大月１丁目４５２番地７
ローソン⻲田四ツ興野店 950-0151 新潟市江南区⻲田四ツ興野２丁目１番４８号
ローソン豊栄木崎店 950-3304 新潟市北区木崎８１５番地
ローソン豊栄新井郷店 950-3361 新潟市北区新井郷１０８８番地
ローソン新津インター店 956-0812 新潟市秋葉区中新田２２４番地２
ローソン新潟笹口２丁目店 950-0911 新潟市中央区笹口２丁目１０番１号
ローソン新潟大山店 950-0063 新潟市東区上王瀬町２番２号
ローソン新潟駅オレンジガーデン店 950-0086 新潟市中央区花園１丁目１番１号
三菱食品株式会社 新潟ＤＤＣ 950-1348 新潟市⻄蒲区打越丙１６０番地１
ローソン新潟牡丹山五丁目店 950-0872 新潟市東区牡丹山５丁目３番３２号
ローソン新潟笹口店 950-0912 新潟市中央区南笹口１丁目８番１３号
ローソン新潟南紫竹一丁目店 950-0854 新潟市東区南紫竹１丁目１０番３号
ローソン新潟堀之内南一丁目店 950-0982 新潟市中央区堀之内南１丁目３２番２７号
ローソン新潟木場店 950-1122 新潟市⻄区木場２３０９番地１
ローソン新潟⻲⾙インター店 950-1123 新潟市⻄区⿊⿃５２３４番地１
ローソン新潟米山店 950-0916 新潟市中央区米山１丁目４番７号
ローソン尾山店 950-3309 新潟市北区北陽１丁目２４８０番６号
ローソン荻川みそら野店 956-0806 新潟市秋葉区みそら野１丁目１２番５号
ローソン新潟岩室店 953-0102 新潟市⻄蒲区栄１９２３番地１
ローソン潟東店 959-0514 新潟市⻄蒲区称名９５８番地
ローソン新潟愛宕店 950-0944 新潟市中央区愛宕１丁目７番１５号
ローソン横越木津５丁目店 950-0206 新潟市江南区木津５丁目１番３６号
ローソン新潟南⻑潟店 950-0931 新潟市中央区南⻑潟７番２号
ローソン新潟東笠巻店 950-1405 新潟市南区東笠巻１２００番地１
ローソン空港⻄二丁目店 950-0036 新潟市東区空港⻄２丁目２１９番９号
ローソン新潟下和納店 953-0065 新潟市⻄蒲区下和納３４４１番地

株式会社ローソン 関東商品
部


