
地区名 店舗等名称 所在地 地区名 店舗等名称 所在地
業務用食品スーパー　朝倉店 朝倉丙 エースワン　御座店 南御座

くいしんぼ如月　朝倉店 若草町 サンシャインチェーン本部 稲荷町

くいしんぼ如月　土佐道路店 朝倉戊 サンシャイン　クラージュ店 稲荷町

プチショップ酒市 朝倉戊 ナンコクスーパー　下知店 知寄町２丁目

朝倉総合市民会館 朝倉戊 ドラッグセイムス　高知宝永店 宝永町

毎日屋土佐道路店 朝倉己 フジグラン葛島店 小倉町

海老川市民会館 朝倉己 サニーマート　高須店 葛島１丁目

松田市民会館 朝倉己 くいしんぼ如月　葛島店 葛島２丁目

朝倉ふれあいセンター 曙町１丁目 高須ふれあいセンター 高須新町２丁目

ホームセンターマルニ　朝倉店 朝倉東町 サンシャイン　高須店 高須１丁目

フジグラン高知 朝倉東町 ホームセンターマルニ　高須店 高須２丁目

朝倉市民会館 朝倉東町 ドラッグセイムス　高須店 高須２丁目

サンシャイン　朝倉店 朝倉南町 ナンコクスーパー　高須店 高須３丁目

サンシャイン　針木店 針木本町 マルナカ　高須店 高須３丁目

ドラッグセイムス　針木店 大谷公園町 五台山ふれあいセンター 五台山

ドラッグセイムス　船岡店 鴨部 (旧）ＪＡ高知市　五台山支所 五台山

サンプラザ新鮮館　鴨部店 鴨部１丁目 片岡酒店 一宮東町４丁目

こうち生活協同組合　コープかもべ 鴨部２丁目 業務用食品スーパー　一宮店 一宮中町１丁目

毎日屋あさくらセンター店 鴨部３丁目 一宮ふれあいセンター 一宮中町１丁目

ドラッグセイムス　鴨部店 鴨部３丁目 くいしんぼ如月　一宮店 一宮中町３丁目

サニーマート　神田店 神田 マルナカ　一宮店 一宮中町３丁目

マルナカ　神田店 神田 一宮市民会館 一宮西町３丁目

エースワン　神田店 神田 ドラッグセイムス　一宮駅前店 一宮徳谷

西山市民会館 神田 サニーマート　あぞの店 薊野西町３丁目

イオン高知　旭町店 旭町３丁目 Ａ☆ＭＡＸ　一宮店 薊野南町

マルナカ　旭店 縄手町 布師田 布師田ふれあいセンター 布師田

サンプラザ　塚ノ原店 塚ノ原 くいしんぼ如月　介良店 介良甲

ホームセンターマルニ　旭店 西塚ノ原 ドラッグセイムス　介良店 介良乙

くいしんぼ如月　横内店 横内 介良ふれあいセンター 介良乙

サンシャイン　福井店 福井町 介良市民会館 介良丙

ドラッグセイムス　高知福井店 福井町 サンシャイン　介良店 介良

上　街 くいしんぼ如月　上街店 上町２丁目 大津関公民館 大津甲

高知大丸（東館南入口） 帯屋町１丁目 大津ふれあいセンター 大津乙

毎日屋大橋通り店 帯屋町２丁目 くいしんぼ如月　大津店 大津乙

北　街 フジ桜井店 桜井町２丁目 こうち生活協同組合　東支所 大津乙

よどやドラッグ城北店 八反町１丁目 ナンコクスーパー　大津店 大津乙

小高坂市民会館 山ノ端町 ホームセンターマルニ　十津店 十津２丁目

初月ふれあいセンター 南久万 エースワン　十津店 十津５丁目

サニーマート　中万々店 中万々 三里ふれあいセンター 仁井田

よどやドラッグ南万々店 南万々 サンシャイン　みさと店 仁井田

サンシャイン　ベルティス店 前里 Ａ☆ＭＡＸ　横浜店 横浜新町４丁目

イオンモール高知 秦南町１丁目 サンシャイン　ヴィアン店 瀬戸東町２丁目

エースワン　秦泉寺店 中秦泉寺 サニーマート　瀬戸店 瀬戸西町３丁目

エースワン　高知駅前店 北本町１丁目 ドラッグセイムス　高知長浜店 瀬戸南町１丁目

サンシャイン　クレア店 北本町３丁目 長浜市民会館 長浜

ドラッグセイムス　高知駅前店 栄田町２丁目 長浜ふれあいセンター 長浜

くいしんぼ如月　和泉店 和泉町 ナンコクスーパー　長浜店 長浜

こうち生活協同組合　コープよしだ 吉田町 御畳瀬 御畳瀬ふれあいセンター 御畳瀬

ダイレックス　吉田店 吉田町 浦　戸 浦戸ふれあいセンター 浦戸

ちきん館高知店 幸町 土佐山 高知市土佐山庁舎 土佐山

毎日屋あたご店 愛宕町４丁目 鏡 高知市鏡庁舎 鏡小浜

くいしんぼ如月　帯田店 桟橋通１丁目 春野秋山市民会館 春野町秋山

毎日屋  さんばし店 桟橋通３丁目 サンシャイン　弘岡店 春野町弘岡上

ドラッグセイムス　桟橋店 桟橋通３丁目 窪内酒店 春野町弘岡上

くいしんぼ如月　桟橋店 桟橋通５丁目 石黒米穀店 春野町森山

業務用食品スーパー　百石店 北竹島町 土居鮮魚店 春野町甲殿

マルナカ　百石店 百石町２丁目 山田商店 春野町甲殿

ドラッグセイムス　六泉寺店 六泉寺町 徳下商店 春野町西諸木

サニーマート　六泉寺店 六泉寺町 根宜谷小島商店 春野町東諸木

サニーマート　土佐道路東店 河ノ瀬町 堀ストア 春野町東諸木

こうち生活協同組合　中央支所 南河ノ瀬町 川崎商店 春野町東諸木

潮江市民会館 南河ノ瀬町 （旧）西村商店前 春野町東諸木

くいしんぼ如月　潮江店 北新田町 豆匠庵 春野町東諸木

ドラッグセイムス　潮江店 北新田町 春野センター 春野町西分

小石木市民会館 小石木町 マイショップ岡村 春野町西分

Ａプライス　高知店 杉井流 Ａコープはるの 春野町西分

ダイレックス　青柳店 青柳町 ローソン春野芳原店 春野町芳原

くいしんぼ如月　若松店 若松町 ながさき商店 春野町内ノ谷

ドラッグセイムス　御座店 北御座 長崎石油（内ノ谷給油所） 春野町内ノ谷

サニーマート　とさのさと御座店 北御座 いけのうえ酒店 春野町平和
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