
NO 名称 住所

イオンリテール㈱イオン新発田店 新発田市住吉町５丁目１１番５号

㈲五十嵐プロパン 新発田市浦８７１番地

㈱五十嵐薬品 新発田市本町１丁目２番３号

井崎商店 新発田市真野原外５２３番地

石井衣料品店 新発田市稲荷岡８４６番地６

石井商店 新発田市下羽津９０９番地４

石井薬店 新発田市稲荷岡２１２６番地１

五十公野コミュニティセンター管理運営委員会 新発田市五十公野４９３０番地１

泉屋商店 新発田市菅谷８６５番地

㈱伊藤商店 新発田市真野原外１４３３番地３

伊藤薬舗 新発田市諏訪町３丁目２番１９号

井上葬儀店 新発田市大栄町１丁目８番６号

今井酒店 新発田市荒町１６８６番地

今川電機商会 新発田市稲荷岡２１１３番地１３

衣料館古川 新発田市本田庚１６８番地

㈲岩名商店 新発田市大手町６丁目４番１６号

岩野商店 新発田市月岡５４６番地

ウエルシア新発田加治店 新発田市上館４８３番地

ウエルシア新発田本町店 新発田市本町３丁目２番６号

魚平 新発田市大槻１０５番地１

ウオロク住吉店 新発田市住吉町４丁目１番２１号

ウオロク小舟店 新発田市小舟町１丁目７番４号

ウオロクコモ店 新発田市舟入町３丁目１２番１１号

ウオロク東新町店 新発田市東新町４丁目２１番２４号

ウオロク緑店 新発田市緑町３丁目３番２３号

ＬＦサンキュー 新発田市板山２５８６番地６

大泉青果店 新発田市大伝５２３番地３

大野屋商店 新発田市大栄町７丁目２番８号

株式会社　カエツクリーンサービス 新発田市上館甲７６２番地１

加賀田商店 新発田市本田辛５６１番地

かどや薬店 新発田市本田辛９２９番地１

㈱かねきち 新発田市本田戊１８６６番地１

㈲カネミヤ 新発田市下小中山３４５番地１

かみさいや酒店 新発田市藤塚浜１３２３番地

カモヤ酒店 新発田市大栄町２丁目１番３号

㈱カワチ薬品 新発田市舟入町３丁目２番３号

㈲かんだストアー 新発田市本町３丁目５番２８号

桐沢精肉店 新発田市稲荷岡２２６０番地

㈱クスリのアオキ住吉店 新発田市住吉町５丁目４番９号

㈱クスリのアオキ富塚店 新発田市富塚町２丁目４番３１号

㈱クスリのアオキ南豊町店 新発田市豊町３丁目８番８号６

㈱クスリのアオキ豊町店 新発田市豊町４丁目９番５号

㈲桂薬局豊町店 新発田市豊町３丁目４番２号

熊倉商店 新発田市日渡１８１番地２

小池商店 新発田市佐々木１７４番地１

ココカラファイン新発田東新町店 新発田市東新町１丁目１５番１７号

ココカラファイン新発田舟入店 新発田市舟入町１丁目１０１番地

㈲コダジマ薬局 新発田市御幸町２丁目４番６号

㈱コメリハード＆グリーン五十公野店 新発田市五十公野６９６０番地

㈱コメリハード＆グリーン紫雲寺店 新発田市稲荷岡８０４番地

㈱コメリハード＆グリーン豊浦店 新発田市天王８０５番地１

㈱コメリパワー新発田店 新発田市舟入９７１番地

小柳商会 新発田市上今泉１３２３番地

斉藤商店 新発田市本町１丁目１番５号

斎藤燃料 新発田市三日市８２番地

佐久間商店 新発田市下小中山３５０番地１

さくらや酒店 新発田市上今泉２０９９番地１

㈱酒茶屋のおがわ 新発田市砂山１番地１

佐藤商店 新発田市下中８０番地６

澤村酒店 新発田市早道場１５２番地

渋谷タバコ店 新発田市上寺内９２２番地
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住DEPOT新発田店 新発田市舟入町３丁目６番２８号

ショッピング岩名 新発田市大栄町５丁目６番２０号

新保屋菓子店 新発田市住吉町１丁目１０番２号

スーパーいまがわ　川東店 新発田市石喜１８０番地２

スーパーいまがわ　紫雲寺店 新発田市稲荷岡２１１９番地

セキカワカナモノ 新発田市大手町１丁目１番１号

セブンイレブン下越加治川店 新発田市下小中山３６４番地１

セブンイレブン紫雲寺藤塚浜店 新発田市藤塚浜１１９８番地２

セブンイレブン新発田池ノ端店 新発田市池ノ端１８０１番地１

セブンイレブン新発田五十公野店 新発田市五十公野５２０５番地１

セブンイレブン新発田カルチャーセンター前店 新発田市新富町１丁目１番２号

セブンイレブン新発田川東店 新発田市岡田仏島４３６番地１

セブンイレブン新発田城北町店 新発田市城北町２丁目２番２２号

セブンイレブン新発田新富町２丁目店 新発田市新富町２丁目９番１４号

セブンイレブン新発田住吉５丁目店 新発田市住吉町５丁目１番１４号

セブンイレブン新発田住吉店 新発田市住吉町３丁目２番２６号

セブンイレブン新発田東新町２丁目店 新発田市東新町２丁目５番１１号

セブンイレブン新発田富塚町３丁目店 新発田市富塚町３丁目１２番５号

セブンイレブン新発田中井店 新発田市長畑４９４番地１

セブンイレブン新発田西大手町店 新発田市大手町３丁目４番１４号

セブンイレブン新発田日渡店 新発田市日渡４６番地

セブンイレブン新発田舟入３丁目店 新発田市舟入町３丁目８２２番１号

セブンイレブン新発田本田店 新発田市本田３７０２番地

セブンイレブン新発田三日市店 新発田市上館１８７番地３

セブンイレブン新発田南バイパス店 新発田市荒町甲１１７１番地１

セブンイレブン新発田御幸町店 新発田市御幸町４丁目4番23号

セブンイレブン新発田豊町４丁目店 新発田市豊町４丁目１番３０号

高澤洋服店 新発田市本町２丁目３番２１号

高関屋 新発田市石喜１８０番地９

㈲高田屋 新発田市下内竹５４８番地１

高橋酒店 新発田市菅谷２９９０番地

高橋商店 新発田市下興野２３０１番地

高橋青果㈱マルゲン紫雲寺店 新発田市稲荷岡２０９８番地

タカマツストアー 新発田市大手町４丁目１番８号

㈲田上屋商店 新発田市大栄町１丁目２番１号

㈲高守商店 新発田市福岡５４２番地

田中商店 新発田市諏訪町２丁目１番１号

チャレンジャー新発田店 新発田市富塚町３丁目１３番１４号

ツルハドラッグ紫雲寺店 新発田市稲荷岡８０６番地

ツルハドラッグ新発田舟入町店 新発田市舟入町３丁目１０番２２号

ツルハドラッグ新発田三日市店 新発田市三日市字小島４２４番地

ツルハドラッグ新発田緑町店 新発田市緑町２丁目５番２７号

デイリーヤマザキ新発田島潟店 新発田市島潟２６８５番地１

時田衣料店 新発田市川尻４３番地

ドラッグストア　マツモトキヨシ新発田東新町店 新発田市東新町４丁目２１番２４号

ドラッグトップス小舟町店 新発田市小舟町１丁目１番５号

ドラッグトップス富塚店 新発田市富塚町２丁目２０番２６号

ドラッグトップス舟入店 新発田市舟入町３丁目９９２番２号

ドン・キホーテ新発田店 新発田市新栄町２丁目４番６号

とんとん市場 新発田店 新発田市荒町１４８０番地

㈱長岡屋 新発田市月岡２３１番地

中川精肉店 新発田市石喜２３１番地１

中野酒店 新発田市上今泉甲１３０６番地

西川製菓店 新発田市真野原外１５１２番地６

ハードウェアマートイノウエ 新発田市新栄町１丁目３番２号

パッケージプラザサンワ 新発田市豊町２丁目６番２３号

パナ・コスモスアイダ 新発田市下中沢１１０９番地

原酒店 新発田市豊町２丁目９番２号

㈱原信　西新発田店 新発田市富塚町２丁目１９番１９号

㈱ひらせいホームセンター加治店　　　　　　 新発田市上館道上４６３番地

㈱ひらせいホームセンター新発田店 新発田市新栄町３丁目６番１２号

㈱ひらせいホームセンター豊町店 新発田市東新町１丁目３８０２番地1

ファミリードラッグ新発田本町店 新発田市本町２丁目４８５番地１
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ファミリードラッグ新発田豊町店 新発田市荒町甲８９３番地１

ファミリーマート新発田駅前店 新発田市諏訪町１丁目２番１１号

ファミリーマート新発田工業団地店 新発田市佐々木２５９１番地３６

ファミリーマート新発田高校前店 新発田市豊町１丁目１２番４号

ファミリーマート新発田しんえい町店 新発田市新栄町１丁目９番２号

ファミリーマート新発田住吉店 新発田市住吉町４丁目１番１５号

ファミリーマート新発田中央町店 新発田市中央町５丁目６番１４号

ファミリーマート新発田豊浦店 新発田市乙次６１２番地

ファミリーマート新発田中曽根店 新発田市中曽根町１丁目４番９号

ファミリーマート新発田舟入町店 新発田市舟入町１丁目１２番１号

ファミリーマート新発田緑町店 新発田市緑町２丁目５番３０号

ファミリーマート新発田八幡新田店 新発田市八幡新田６３１番地１

ファミリーマート新発田豊町店 新発田市豊町４丁目９番２１号

藤倉酒店 新発田市城北町２丁目12番38号

㈲ほんま商店 新発田市川尻４３番地４

まごべい 新発田市藤塚浜１４６１番地２

マツモトキヨシフレスポ新発田店 新発田市富塚町３丁目１３番１４号

マルゲン大栄町店 新発田市大栄町４丁目１番２５号

マルハチ青果食品 新発田市東新町３丁目１番４号

マルホンカウボーイ新発田店 新発田市五十公野１８２０番地

水野たばこ店 新発田市大手町１丁目１番１２号

三ツ和商店 新発田市東新町２丁目６番１１号

宮川商店 新発田市中島４０６番地１

みやこや 新発田市月岡５６２番地２

宮野商店 新発田市大友１９３０番地３

宮村商店 新発田市下内竹４５２番地１

メルシーさいとう 新発田市舟入町２丁目１番３６号

森田屋 新発田市五十公野１９３２番地５

八百仁 新発田市大手町１丁目２番１４号

山川菓子舗 新発田市大手町２丁目６番２号

㈱大和 新発田市真中２０３８番地

湯浅商店 新発田市浦４０５番地２

ＮＰＯ法人ユー＆ミーの会 新発田市東新町２丁目３番１７号

横山酒店 新発田市大手町６丁目６番３号

ローソン紫雲寺店 新発田市稲荷岡８１０番地

ローソン新発田佐々木店 新発田市佐々木３４６５番地

ローソン新発田大栄町店 新発田市大栄町６丁目６番２４号

ローソン新発田富塚町二丁目店 新発田市富塚町２丁目１８番４号

ローソン新発田中曽根店 新発田市中曽根６２３番地１

ローソン新発田中曽根２丁目店 新発田市中曽根町２丁目１７番１４号

ローソン新発田舟入町１丁目店 新発田市舟入町１丁目１５番１号

ローソン新発田舟入町三丁目店 新発田市舟入町３丁目４番１５号

ローソン月岡温泉店 新発田市月岡大宮６７０番地１６

Ｙショップ白勢店 新発田市諏訪町３丁目１０番７号

Ｙショップ新発田市役所店 新発田市中央町３丁目３番３号

若月商店 新発田市小戸１３０５番地

わくわくファーム　新発田店 新発田市舟入町３丁目２番１１号

㈱渡正 新発田市本田庚１８０番地

渡辺勤栄商会 新発田市押廻５８番地

渡文酒店 新発田市小川５６５番地
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