
令和４年４月１日現在
市町名 所在地 社名・店名 電話番号 備考
米沢市 米沢市六郷町一漆１３０ 市川商店 ０２３８－３７－３１３９
米沢市 米沢市花沢町１－５－２４ いちや酒店 ０２３８－２３－４３５４
米沢市 米沢市中央３－１０－３３ 五百川屋酒店 ０２３８－２３－０５２２
米沢市 米沢市中央５－２－５０ ウエルシア米沢中央５丁目店 ０２３８－２６－８０５２
米沢市 米沢市本町２－４－３７ ウエルシア米沢本町店 ０２３８－２６－３５０５
米沢市 米沢市東３－４－１ カワチ薬品米沢駅前店 ０２３８－２２－２１５１
米沢市 米沢市中田町１９９７－１ カワチ薬品米沢北店 ０２３８－３７－６９７１
米沢市 米沢市駅前２－１－３５ キムラ駅前店 ０２３８－２１－５５５０
米沢市 米沢市万世町桑山４４６９ キムラ桑山店 ０２３８－２８－１５９５
米沢市 米沢市御廟２－７－９３ キムラ御廟店 ０２３８－２１－１２００
米沢市 米沢市中央４－２－７ キムラ中央店 ０２３８－２１－３５９５
米沢市 米沢市通町６－７－２ キムラ通町店 ０２３８－２４－１０７０
米沢市 米沢市春日２－４－８０ キムラ本店 ０２３８－２２－２４６０
米沢市 米沢市松が岬３－５－２０ キムラ松が岬店 ０２３８－２４－１２３４
米沢市 米沢市中田町１２４８－４ キョウリツ ０２３８－３７－６３６３
米沢市 米沢市大町３－４－４６ 渋谷文具 ０２３８－２１－２０２０
米沢市 米沢市通町６－１２－６ シルク通町店 ０２３８－２３－９１００
米沢市 米沢市城西３丁目６－１２ セブンイレブン米沢城西３丁目店 ０２３８－２２－５７８０
米沢市 米沢市杉の目町１７２８－４ セブンイレブン米沢杉の目町店 ０２３８－３８－４２９１
米沢市 米沢市金池５－８－８０ ツルハドラッグ金池店 ０２３８－２６－７５５１
米沢市 米沢市大字塩野２７４９－２ ツルハドラッグ成島店 ０２３８－２６－８３５７
米沢市 米沢市相生町７－５２ ツルハドラッグ米沢相生町店 ０２３８－２６－１４８８
米沢市 米沢市春日四丁目２－７９ ツルハドラッグ米沢北店 ０２３８－２６－８８６０
米沢市 米沢市御廟二丁目３－４６ ツルハドラッグ米沢御廟店 ０２３８－３７－８２６８
米沢市 米沢市下花沢２－５－６０ ツルハドラッグ米沢花沢店 ０２３８－２６－１８１５
米沢市 米沢市門東町二丁目４－４３ ツルハドラッグ米沢門東店 ０２３８－２６－１６６８
米沢市 米沢市中央３－８－３５ ディスカウントショップ　エビスヤ ０２３８－２３－１１５０
米沢市 米沢市上新田１１５５－１ 手塚屋商店 ０２３８－３７－５３１８
米沢市 米沢市堀川町４－５７ ドラッグヤマザワ堀川町店 ０２３８－２４－２０３０
米沢市 米沢市中田町９９７番地の１ ドラッグヤマザワ米沢中田町店 ０２３８－３６－１２３６
米沢市 米沢市花沢町２７０９－２ ドラッグヤマザワ花沢町店 ０２３８－４０－１２８８
米沢市 米沢市大字館山２７６－１ ファミリーマート米沢館山バイパス店 ０２３８－２６－８３０８
米沢市 米沢市下花沢二丁目５番６号 マックスバリュ米沢駅前店 ０２３８－３３－７８９０
米沢市 米沢市門東町２－３－２６ マルタキ電機商会 ０２３８－２３－９２４０
米沢市 米沢市花沢町２８４１－９ 丸忠太田商店米沢バイパス給油所 ０２３８－２２－５０７８
米沢市 米沢市林泉寺２－２－８３ マルホンカウボーイ米沢店 ０２３８－２６－６２３０
米沢市 米沢市泉町二丁目２－２３ 薬王堂米沢泉町店 ０２３８－４９－７０６６
米沢市 米沢市東二丁目８－２３ 薬王堂米沢東店 ０２３８－４０－１３１６
米沢市 米沢市窪田町藤泉９０－２ 山形おきたま農協ＪＡグリーン米沢店 ０２３８－３６－０１４４
米沢市 米沢市相生町７番５８－１４号 ヤマザワ相生町店 ０２３８－２４－８８８０
米沢市 米沢市花沢町２７１０－１ ヤマザワ花沢町店 ０２３８－２６－１１５５
米沢市 米沢市堀川町４－６１ ヤマザワ堀川町店 ０２３８－２６－５２１１
米沢市 米沢市中田町９９７－１ ヤマザワ米沢中田町店 ０２３８－３６－１９１１
米沢市 米沢市泉町２－１－３ 山正井上商店 ０２３８－３８－４１４７
米沢市 米沢市川井小路１－５ やまなみ調剤薬局 ０２３８－２３－７１００
米沢市 米沢市門東町一丁目４－１７ やまなみ薬局門東町店 ０２３８－４０－８６２３
米沢市 米沢市大字塩野２４４０－１ ヨークベニマル成島店 ０２３８－２６－４９４１
米沢市 米沢市春日５丁目２番３０－５ ヨークベニマル米沢春日店 ０２３８－２６－５１４０
米沢市 米沢市駅前３－１－８８ ヨークベニマル米沢店 ０２３８－２２－４９１１
米沢市 米沢市門東町１－３－４３ ヨークベニマル米沢門東町店 ０２３８－２６－１６８８
米沢市 米沢市浅川１２１２ 我妻商店 ０２３８－３７－５０３４
米沢市 米沢市川井２１９ セブンイレブン米沢工業高校前店 ０２３８－２８－４２５８
米沢市 米沢市通町４－９－１５ セブンイレブン米沢通町4丁目店 ０２３８－２３－４８２９
長井市 長井市五十川４０１２－７ 安達商店 ０２３８－８４－０２０２
長井市 長井市緑町１１－１４ ウエルシア長井緑町店 ０２３８－８３－６０３３
長井市 長井市栄町１－１長井市役所内 Walkers CAFÉ＆MARKET ０２３８－８７－１４１４
長井市 長井市中道１丁目４－４９ うめやサンプラザ店 ０２３８－８４－５２０５
長井市 長井市緑町９－７７ うめや長井北店 ０２３８－８４－５３５３
長井市 長井市館町南１２－５２ うめや南店 ０２３８－８８－８１８１
長井市 長井市小出３８４８－１ カワチ薬品長井店 ０２３８－８４－８３９０
長井市 長井市川原沢５７２ 佐藤衣類店 ０２３８－８８－３０９５
長井市 長井市九野本７６２－４ サンデー長井店 ０２３８－８４－８００１
長井市 長井市時庭３８５ 田中屋商店 ０２３８－８４－４４０７
長井市 長井市ままの上４－１５－１ つがわや商店 ０２３８－８８－２７６１
長井市 長井市小出３７３６－２ ツルハドラッグ長井店 ０２３８－８３－３０８１
長井市 長井市大町９－２８ ツルハドラッグ長井北店 ０２３８－８７－８７７５
長井市 長井市中道２－１９－１９ ツルハドラッグ長井中道店 ０２３８－８３－２４６８
長井市 長井市舘町南１１－３ ドラッグヤマザワ長井店 ０２３８－８３－３３７７
長井市 長井市東町２－５０ 菜なポート ０２３８－８７－１１２１
長井市 長井市本町二丁目４－３６－１ 菜なポート南店 ０２３８－８３－２３４５
長井市 長井市十日町１－１０－１５ 鍋屋本店 ０２３８－８８－２５７７
長井市 長井市九野本字左実４３９－１ 薬王堂長井九野本店 ０２３８－８８－７７５２
長井市 長井市十日町２－１６－１８ 薬王堂山形長井十日町店 ０２３８－８４－７４２２
長井市 長井市中道２－６－１５ JA山形おきたまあやめ支店購買 ０２３８－８４－２１２６
長井市 長井市館町南１１－３ ヤマザワ長井店 ０２３８－８３－３３３１
長井市 長井市小出３８５４－１ ヨークベニマル長井小出店 ０２３８－８３－２１５０
長井市 長井市本町二丁目４番３６号 ウエルシア長井本町店 ０２３８－８３－６３１２
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市町名 所在地 社名・店名 電話番号 備考
南陽市 南陽市宮内４５２４ うめや南陽店 ０２３８－４７－６１１１
南陽市 南陽市郡山５７８ サンデー南陽プラザ店 ０２３８－４３－７９８０
南陽市 南陽市二色根１１６－５ 三和 ０２３８－４３－３３５５
南陽市 南陽市宮内１０２９ 四釜商店 ０２３８－４７－２２７１
南陽市 南陽市島貫６１６－４ セブンイレブン南陽島貫店 ０２３８－４０－４７７８
南陽市 南陽市宮内字八幡田一５９１－１ ツルハドラッグ南陽店 ０２３８－５９－４０３１
南陽市 南陽市赤湯字川尻３０５７－１ ツルハドラッグ南陽東店 ０２３８－５０－１３２０
南陽市 南陽市三間通字成梨１２５８－１ ツルハドラッグ南陽三間通店 ０２３８－５０－２１１８
南陽市 南陽市三間通２８２ 冨樫酒店 ０２３８－４３－２８８６
南陽市 南陽市赤湯８５０ 長門屋 ０２３８－４３－２０３７
南陽市 南陽市赤湯３４６－３１ フードショップいちさか ０２３８－４３－２１９５
南陽市 南陽市赤湯２８８５ マックスバリュ南陽店 ０２３８－３３－６７８９
南陽市 南陽市宮内８６４ 山形おきたま農協ＪＡグリーン南陽店 ０２３８－５９－００４７
南陽市 南陽市宮内２５６２ 山口宮次商店 ０２３８－４７－２２６３
南陽市 南陽市郡山５７８ ヤマザワ南陽店 ０２３８－５０－１１２２
南陽市 南陽市宮内２４５３－２ ヤマザワ宮内店 ０２３８－４５－２１１１
南陽市 南陽市郡山５７８ ヤマザワ薬品南陽店 ０２３８－４３－６３３７
南陽市 南陽市赤湯字川尻３０４４-１ 薬王堂南陽赤湯店 ０２３８－４０－１０３７
南陽市 南陽市蒲生田１４８６-１ 薬王堂南陽店 ０２３８－４０－１５５６
南陽市 南陽市三間通字成梨１２５９－１ ヨークベニマル南陽店 ０２３８－５０－１３１０
南陽市 南陽市宮内２４５３番地の２ ウエルシア南陽宮内店 ０２３８－５９－５０７５
南陽市 南陽市三間通２８番地の１ ウエルシア南陽三間通店 ０２３８－５０－２７０５
南陽市 南陽市漆山西高堰二1,105 セブンイレブン南陽西工業団地前店 ０２３８－４７－２０５９
高畠町 高畠町大字高畠８５３ 石岡薬店 ０２３８－５２－０２５０
高畠町 高畠町大字二井宿１９４３ 越後屋 ０２３８－５２－１０１１
高畠町 高畠町大字高畠５４４－３ 小田部商店 ０２３８－５２－４６７７
高畠町 高畠町大字高畠１５５８ カワチ薬品高畠店 ０２３８－５２－４０２０
高畠町 高畠町大字高畠１５９７－７ キムラ高畠店 ０２３８－５２－４００７
高畠町 高畠町大字高畠１０４４ 小富士屋 ０２３８－５２－００４８
高畠町 高畠町大字福沢３２ セブンイレブン高畠福沢店 ０２３８－５８－０７１１
高畠町 高畠町大字糠野目１５０３ 先役佐藤商店 ０２３８－５７－３３８３
高畠町 高畠町大字亀岡３５９６ 滝商店 ０２３８－５２－０５０８
高畠町 高畠町大字福沢４５５－４ ツルハドラッグ高畠駅前店 ０２３８－５８－５３０３
高畠町 高畠町大字泉岡字中道３９９ ツルハドラッグ高畠店 ０２３８－５１－１２６８
高畠町 高畠町大字高畠２８７ ドラッグヤマザワ高畠店 ０２３８－５２－５２３０
高畠町 高畠町大字竹森７５７－１ ファミリーマート高畠竹森店 ０２３８－５１－１１２０
高畠町 高畠町大字福沢４５９－３ ブックユニオンやまがた ０２３８－５７－４８８８
高畠町 高畠町大字高畠５４７ 薬王堂山形高畠店 ０２３８－５１－１１６８
高畠町 高畠町大字高畠３９８ 山形おきたま農協ＪＡグリーン高畠店 ０２３８－５１－００６０
高畠町 高畠町大字高畠２８７ ヤマザワ高畠店 ０２３８－５１－２２１１
高畠町 高畠町大字高畠字渋作３３３番３ ヨークベニマル高畠店 ０２３８－５１－２２６０
高畠町 高畠町大字福沢５９０－３ 吉田でんき ０２３８－５７－３３７２
川西町 川西町大字下奥田１４９９－４ 伊藤商店 ０２３８－４６－２２５０
川西町 川西町大字上小松１２１６－２ うめや川西店 ０２３８－４２－４６２６
川西町 川西町大字吉田３６１２－３ 大島屋 ０２３８－４４－２６１７
川西町 川西町大字上小松１５２４ カネキチ商店 ０２３８－４２－３０６３
川西町 川西町大字中小松２５３４ かわにし森のマルシェ ０２３８－４２－６６６４
川西町 川西町大字洲島１１９ 寒河江長蔵商店 ０２３８－４４－２９１９
川西町 川西町大字上小松１４７０ 正直屋商店 ０２３８－４２－３０６９
川西町 川西町大字上小松３３５８ 信平商店 ０２３８－４２－２０１３
川西町 川西町大字上小松１２１６－１ ツルハドラッグ川西店 ０２３８－４６－５２５０
川西町 川西町大字上小松１１４３－１ ドラッグヤマザワ川西店 ０２３８－５４－０２１１
川西町 川西町大字上小松３４７１－７ 平山家具 ０２３８－４６－２２３５
川西町 川西町大字中小松字田仲2504－1 薬王堂山形川西店 ０２３８－４６－２１５０
川西町 川西町大字上小松１０３４ 山形おきたま農協川西グリーンセンター ０２３８－４２－５１１０
川西町 川西町大字上小松１１４３－１ ヤマザワ川西店 ０２３８－４２－３８３３
白鷹町 白鷹町大字山口３６２２－８ 菅酒店 ０２３８－８５－２７６８
白鷹町 白鷹町大字横田尻１４７２－１ 信夫屋 ０２３８－８５－５９３５
白鷹町 白鷹町大字荒砥乙字田中道３９４ ツルハドラッグ白鷹店 ０２３８－８６－１１６６
白鷹町 白鷹町大字荒砥乙字田中道５３５－１ マックスバリュ白鷹店 ０２３８－８５－１８２５
白鷹町 白鷹町大字荒砥乙９７８ 松下商店 ０２３８－８５－３１１６
白鷹町 白鷹町大字荒砥乙７３８－１１ 薬王堂山形白鷹店 ０２３８－８５－５６５５
白鷹町 白鷹町大字荒砥乙１０６９ 山形おきたま農協白鷹グリーンセンター ０２３８－８５－６４６６
白鷹町 白鷹町大字鮎貝３２８６ ヤマシチ鈴木商店 ０２３８－８５－３１３４
白鷹町 白鷹町大字横田尻１４５０ ＹＳＫえんどう商店 ０２３８－８５－２２８１
白鷹町 白鷹町大字鮎貝字四季の郷７３８１番地 薬王堂　白鷹鮎貝店 ０２３８－８７－１２０２
飯豊町 飯豊町大字中３３９７－１ ウマイヤ本店 ０２３８－７２－３１１０
飯豊町 飯豊町大字手ノ子１７０７ 男鹿商店 ０２３８－７５－２０２８
飯豊町 飯豊町大字椿４５０９ 三陽電気 ０２３８－７２－２１０３
飯豊町 飯豊町大字萩生３５４９－２ SHINセルカ株式会社 ０２３８－８６－３３６８
飯豊町 飯豊町椿字井戸尻４６４２ ツルハドラッグ飯豊店 ０２３８－８６－３２６８
飯豊町 飯豊町大字手ノ子１４９６－１ まるや尾形商店 ０２３８－７５－２４１５
飯豊町 飯豊町萩生５２８ JA山形おきたま飯豊支店購買 ０２３８－７４－２２４４
小国町 小国町大字緑町１－１９ いづみや金物店 ０２３８－６２－２１３０
小国町 小国町大字小国町１６３ 金十商店 ０２３８－６１－００６７
小国町 小国町大字緑町４丁目６－１ ツルハドラッグ小国店 ０２３８－６２－０２６８


