呉市一般廃棄物処理手数料収納事務委託者名簿
取扱店所在地
呉市阿賀北6-3-10-101
呉市阿賀北7-1-6
呉市阿賀北7-7-20
呉市阿賀北8-3-1
呉市阿賀北８丁目17-18
呉市阿賀北9-4-7
呉市阿賀中央3-1-8-101
呉市阿賀中央3-5-24
呉市阿賀中央5-1-15
呉市阿賀中央5-8-30
呉市阿賀中央6-1-34
呉市阿賀中央6-1-34
呉市阿賀中央6-2-11
呉市阿賀中央6-9-28
呉市阿賀南1-1-15
呉市阿賀南1-7-25
呉市阿賀南2-6-28
呉市阿賀南2-8-2
呉市阿賀南3-8-20
呉市阿賀南4-2-21-101
呉市阿賀南4-6-16
呉市阿賀南5-11-21
呉市阿賀南5-5-17
呉市阿賀南8-23-1
呉市朝日町1-1
呉市朝日町19-7-101
呉市内神町1-52
呉市内神町1-64
呉市畝原町5-19
呉市梅木町4-4
呉市押込3-4-15
呉市押込4-31-1
呉市音戸町鰯浜2-3-24
呉市音戸町北隠渡1-2-8
呉市音戸町高須2-2-2
呉市音戸町高須2-7-1
呉市音戸町高須3-7-5
呉市音戸町田原2-12-1
呉市音戸町田原2-4-6
呉市音戸町坪井3-7-1
呉市音戸町渡子2-26-12
呉市音戸町畑3-7311-11
呉市音戸町畑3-5-7
呉市音戸町波多見11-2-12
呉市音戸町波多見1-22-10
呉市音戸町波多見2-1-16
呉市音戸町波多見3-15-30
呉市音戸町波多見4-1-32
呉市音戸町波多見4-2-55
呉市音戸町波多見5-23-5
呉市音戸町早瀬1-49-10
呉市音戸町早瀬2-13-5
呉市音戸町引地1-5-53
呉市音戸町藤脇1-20-40
呉市音戸町藤脇2-17-2
呉市音戸町藤脇2-18-6
呉市音戸町南隠渡1-3-31
呉市海岸2-10-8
呉市海岸2-11-1
呉市海岸2-13-17
呉市海岸2-3-7
呉市海岸2-5-1
呉市海岸3-15-20
呉市海岸3-5-20
呉市海岸4-15-4
呉市海岸4-16-3
呉市海岸4-16-3
呉市海岸4-18-17
呉市蒲刈町大浦5116
呉市蒲刈町大浦5144

取扱店名
二反田薬局
ローソン 呉阿賀北七丁目店
中田タバコ店
原田たばこ店
阿賀町郷２区自治会
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 呉阿賀北店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市阿賀中央店
盛田食料品店
㈱イズミ ゆめマート阿賀
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉阿賀中央５丁目店
マリンドラッグ 阿賀店
藤三 阿賀店
ＳＷＥＥＴ(スィート)
松本青果
豊栄堂
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市阿賀南店
豊栄薬局
本谷酒店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市阿賀南３丁目店
ミナトストアー
延崎センター
西延崎女性会
Ｙショップ アモイ
中本商店
瀬田薬局
NPO法人ぱぴえ･紙ふうせん
宮崎たばこ店
カフェときどきこども食堂
畝原町自治会
川崎商店
梶山商店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市押込店
岡辻書店
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 音戸の瀬戸店
呉農業協同組合 高須支店
藤岡商店
藤三 御所の浦店
田原漁業協同組合
呉農業協同組合 音戸西支店
原食堂
渡子自治会
ホームプラザナフコ 音戸店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 安芸音戸畑店
ジュンテンドー音戸店
ローソン 音戸波多見店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 安芸音戸波多見店
波多見ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
タウンショップ マサキ
ウォンツ 音戸波多見店
アシュフィールド㈲
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 安芸音戸早瀬店
山口商店
奥本履物店
山井商店
呉農業協同組合 藤脇ふれあい店
道方商店
角商店
桝井商店
セブンイレブン 呉市海岸店
にしむら
神田薬品
岡本たばこ店
ローソン 呉海岸店
橋本商店
農機具修理あおの
ホームプラザナフコ光町店
藤三 光町店
エブリイ呉海岸店
大浦区事務所
呉農業協同組合 大浦ふれあい店
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呉市蒲刈町田戸2308
呉市蒲刈町田戸771-5
呉市蒲刈町宮盛913-1
呉市蒲刈町宮盛996
呉市蒲刈町向1300-6
呉市上二河町5-12
呉市上平原町1-12
呉市川尻町西1-10-11
呉市川尻町西1-25-30
呉市川尻町西1-26-18
呉市川尻町西2-1-31
呉市川尻町西2-15-13
呉市川尻町西2-16-12
呉市川尻町西2-16-6
呉市川尻町西2-2-10
呉市川尻町西2-8-7
呉市川尻町東1-23-3
呉市川尻町東1-27-20
呉市川尻町東3-1-36
呉市川尻町東3-7-31
呉市川尻町東3-8-47
呉市川尻町東3-8-54
呉市川尻町東3-8-55
呉市川尻町東4-2-4
呉市倉橋町10801-17
呉市倉橋町11864-1
呉市倉橋町11867
呉市倉橋町11894-15
呉市倉橋町11897-1
呉市倉橋町11897-21
呉市倉橋町1810
呉市倉橋町1810
呉市倉橋町18661
呉市倉橋町18901
呉市倉橋町3298-2
呉市倉橋町6409-1
呉市倉橋町6613-1
呉市倉橋町6811
呉市倉橋町7125
呉市倉橋町7398-1
呉市倉橋町760
呉市倉橋町891
呉市倉橋町11894
呉市警固屋3-1-2
呉市警固屋4-5-10
呉市警固屋4-9-10
呉市警固屋4-9-20
呉市警固屋7-3-18
呉市警固屋8-3-38
呉市警固屋9-7-27
呉市警固屋9-7-31
呉市郷原町1556
呉市郷原町6565
呉市郷原町7226-1
呉市郷原町野路の里1-17-5
呉市三条1-4-10
呉市三条1-9-8
呉市三条2-13-6
呉市三条3-2-16
呉市三条3-5-14
呉市三条3-7-7
呉市三条4-1-5
呉市三条4-16-12
呉市汐見町13-2
呉市清水1-10-48
呉市清水1-6-21
呉市下蒲刈町三之瀬257
呉市下蒲刈町三之瀬280-3
呉市下蒲刈町三之瀬313-9
呉市下蒲刈町下島2119-27
呉市下蒲刈町下島2277
呉市下蒲刈町下島3399-1
呉市下蒲刈町下島483-1

田戸区事務所
呉農業協同組合 蒲刈支店
宮盛区事務所
㈲ 諏訪田商店
こまさストアー
カッシーＳＨＯＰ 呉店
塩見商店
黒野酒店
ゆめマート 川尻店
松林酒店
小川食料品店
原田フードセンター
岡田パン店
ハタ文具
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 呉川尻店
原本文具店
アサヒ・フード
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 広島川尻店
生駒薬品
川岡商店
三木商店
まるしげマート
中村商店
ウォンツ 川尻店
大谷商店
岡本食料品
岡本健生堂
落海商店
古川ストアー
呉農業協同組合 倉橋東支店
Ａコープ くらはし店
呉農業協同組合 倉橋支店
鹿島中区自治会
きど石油店
西田商店
藤三 宇和木店
坪井商店
ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ 倉橋店
中島酒店
小松タバコ店
岡峰商店
サカモト商店
河村食料品店
みやもと商店
上野金物店
フレスタ 警固屋店
ウォンツ 警固屋店
沖野酒販
米今酒販店
澤田商店
大久保切手売捌所
呉農業協同組合 郷原支店
マツウラストアー
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉郷原町店
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 郷原野路の里店
ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ ﾎﾞﾄﾙﾉｰﾊﾞ
天眞堂
三条薬局
なかがわ酒販
マリンドラッグ 三津田店
川本商店
野西たばこ店
酒の国平
原田屋
ディオ 呉清水店
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 呉清水1丁目店
吉川商店
岩崎商店
日浦美容室
重森商店
春蘭店
米田商店
呉農業協同組合 下島ふれあい店
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呉市下蒲刈町下島705
呉市下蒲刈町下島字塩浜新開1651-1
呉市昭和町6-17
呉市宝町1-16
呉市宝町1-16
呉市宝町1-16
呉市宝町1-16
呉市宝町2-50
呉市宝町2-55
呉市宝町5-10
呉市宝町7-10
呉市中央1-5-15
呉市中央1-5-34
呉市中央2-5-14
呉市中央3-8-21
呉市中央4-3-10-113
呉市中央5-10-1
呉市中央5-11-14
呉市中央5-1-29
呉市中央6-6-6
呉市中央7-3-8
呉市築地町4-29
呉市築地町2-54
呉市坪ノ内町3-6
呉市寺本町11-1
呉市天応大浜1-1-18
呉市天応大浜2-1-65
呉市天応福浦町11-17
呉市天応南町1-23
呉市豊浜町豊島3153-1
呉市豊浜町豊島3508-6
呉市豊浜町豊島3511
呉市豊浜町豊島3516-13
呉市豊浜町豊島3554-4
呉市豊浜町豊島3565
呉市豊浜町豊島3581
呉市豊浜町豊島4028
呉市豊浜町豊島4051
呉市豊浜町豊島7-2
呉市苗代町87-4
呉市苗代町字上条269-1
呉市中通2-3-24
呉市中通4-7-15
呉市中通1-2-18
呉市中通1-3-14
呉市中通3-2-18
呉市中通3-4-10
呉市中通3-4-15
呉市中通3-4-2
呉市中通3-5-3
呉市中通3-7-11
呉市中通4-4-14
呉市仁方桟橋通1493-310
呉市仁方町川尻越76-1
呉市仁方西神町12-6
呉市仁方西神町5-10
呉市仁方西神町6
呉市仁方本町1-25-5
呉市仁方本町2-18-17
呉市仁方本町2-4-11
呉市仁方皆実町10-16
呉市西片山町2-4
呉市西片山町2-4
呉市西中央1-2-25
呉市西中央3-1-14-101
呉市西中央4-1-54
呉市西畑町14-4
呉市西畑町17-4
呉市西畑町2-12
呉市東辰川町1-2
呉市東中央1-6-15
呉市東中央3-2-11
呉市東中央3-5-1

永原商店
コメリ ハードアンドグリーン蒲刈店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉潜水艦桟橋前店
ドラッグセガミ呉駅店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ハートインJR呉駅店
フレスタ 呉駅ビル店
中島薬局 呉駅ビル店
Sローソンフタバ図書GIGA呉駅レクレ店
BHBSサポート
ゆめタウン呉
ローソン 呉宝町店
クレオ薬局
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉駅前店
ローソン 呉中央店
ホームセンター タック本店
宮商店
石田薬品
ローソン 呉中央５丁目店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉体育館前店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉中央６丁目店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市郷町店
朝日食品容器
ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞひまわり 呉築地店
ドラッグセガミ坪ノ内店
本中酒店
檜垣商店
呉農業協同組合 天応支店
天応町福浦自治会
梅木薬局
花まる
得田商店
藤原商店
ﾃﾞｵﾃﾞｵ豊浜 北山ﾃﾞﾝｷ
合名会社 きたたに
北岡商店
伊藤本店
土佐商店
西藤商店
Ａコープ豊島店
呉農業協同組合 昭和東ふれあい店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉苗代店
㈲みのる薬品
笹兵衛 四丁目店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉中通1丁目店
ローソン 呉中通一丁目店
ドラッグセガミ 呉れんが通り店
ウォンツ 呉中通店
ローソン 呉中通店
パッケージプラザ ウエムラ
リアル 呉店
ピュアークック中通店
井上一誠堂薬局
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉仁方桟橋通店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市仁方町店
永井金物店
藤三 仁方店
康仁薬局 仁方店
中洲商店
上原商店
塩田ストアー
沖商店
藤三 片山店
ウォンツ 呉片山店
呉農業協同組合 本店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉西中央店
ローソン 呉西中央店
合田商店
中島薬局 畑店
佐々木回生堂薬局
肉のトキワ
栄町薬局
東風上商店
万惣 呉東中央店
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呉市光町10-10
呉市光町10-19
呉市広石内3-6-8
呉市広駅前1-1-7-101
呉市広駅前1-7-30
呉市広大新開1-9-22
呉市広大新開2-7-14
呉市広古新開1-2-34
呉市広古新開1-3-13
呉市広古新開1-9-15
呉市広古新開2-12-37
呉市広古新開3-4-35
呉市広古新開3-5-33
呉市広古新開5-1-1
呉市広古新開5-3-28
呉市広古新開6-4-5
呉市広古新開7-25-3
呉市広古新開7-34-28
呉市広古新開7-35-1
呉市広古新開7-42-14
呉市広古新開7-8-8
呉市広古新開7-9-5
呉市広小坪1-22-7
呉市広小坪1-45-4
呉市広塩焼1-14-14
呉市広白石1-1-28
呉市広白石1-3-35
呉市広白石1-3-44
呉市広白石1-5-1
呉市広白石1-5-2
呉市広白石2-12-35
呉市広白石2-12-38
呉市広白岳3-4-13
呉市広末広1-3-38
呉市広多賀谷1-3-31
呉市広多賀谷1-4-1
呉市広津久茂町7-6
呉市広中迫町5-11
呉市広中新開1-11-12
呉市広中新開2-10-6
呉市広中町1-25
呉市広中町2-6
呉市広長浜2-2-3
呉市広長浜2-3-13
呉市広長浜3-1-8
呉市広中町11-21
呉市広名田1-3-1
呉市広名田1-5-5
呉市広古新開2-3-5
呉市広文化町23-31
呉市広文化町7-19
呉市広本町1-11-34
呉市広本町2-13-35
呉市広本町2-17-1
呉市広本町3-12-1
呉市広本町3-12-15
呉市広本町3-12-9
呉市広本町3-13-71
呉市広本町3-21-1
呉市広本町3-21-26
呉市広町田1-9-39
呉市広町田1-9-39
呉市広横路2-1-10
呉市広横路2-4-1
呉市広横路3-5-2
呉市広吉松1-2-2
呉市広両谷3-1-17
呉市伏原1-4-2
呉市伏原2-6-1
呉市本通4-2-10
呉市本通4-4-22
呉市本通6-5-15
呉市本通2-3-15

㈱糧配
朝日食品容器㈱ 卸センター店
大石屋酒店
ローソン呉広駅前店
ディオ 呉広店
美藤商店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市大新開店
コーナンPRO呉広支所前店
マリンドラッグ 広中央店
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 広古新開店
万惣 呉広店
有田米穀
くすりのレデイ 広古新開店
広島国際大学呉ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ
セブンイレブン呉市広国際通り店
ホームセンター タイム広店
サニクリーン中国呉支店
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 広古新開七丁目店
リバーズ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉古新開店
藤三 新広店
ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞひまわり 広店
松本酒食料品店
安芸商店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市広塩焼店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 広白石１丁目店
ウォンツ 広白石店
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 広白石
フレスタ 広店
㈱ユーホー 広店
マックスバリュ 広東店
アトム広店
西岡酒店
こまつ
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 中国労災病院前店
ローソン 呉広多賀谷店
吉田商店
ｼﾞｮｲﾌﾙｼｮｯﾌﾟ こひら
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 広中新開店
碓井米穀店 本店
ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞひまわり 広中央店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ハートインJR広駅店
呉農業協同組合 広南支店
ローソン呉広長浜店
笹兵衛 長浜店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市広中町店
中国工業㈱ 第一工場構内売店
中国工業㈱ 第二工場構内売店
セブンイレブン 呉市広支所前店
文化米穀
山の屋商店
西本広薬局
パナピット ヒットデンキ
イオンテール㈱ｲｵﾝ広店
藤三 広店
㈱イワミ
リビング キリンヤ
ウォンツ 藤三広店
ウォンツ 広本町店
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 広本町３丁目店
呉農業協同組合 広北支店
笹兵衛 町田店
株式会社 平岩商店
呉農業協同組合 広西支店
礒道食料品店
重本商店
呉農業協同組合 広東支店
NPO法人 トモローくれ
三上米穀店
モダンパック朝日
おしゃれのまるみ
カネナカ
ひかり薬局
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呉市一般廃棄物処理手数料収納事務委託者名簿
呉市本通2-6-1
呉市本通2-6-19
呉市本通2-7-16
呉市本通3-5-1
呉市本通4-10-1
呉市本通4-2-12
呉市本通4-8-6
呉市本通5-11-8
呉市本通6-3-12
呉市本通6-4-13
呉市本通7-7-24
呉市本通8-1-18
呉市本通8-13-27
呉市本通8-4-20
呉市本町2-12
呉市南辰川町6-1
呉市宮原10-3-15
呉市宮原13-3-14
呉市宮原13-3-17
呉市宮原2-4-36
呉市宮原4-16-23
呉市宮原4-4-17
呉市焼山北1-12-10
呉市焼山北1-21-1
呉市焼山北1-8-1
呉市焼山此原町1-11
呉市焼山此原町22-11
呉市焼山桜ヶ丘1-3-5
呉市焼山桜ヶ丘3-6-3
呉市焼山中央1-12-15
呉市焼山中央1-14-1
呉市焼山中央1-14-1
呉市焼山中央2-1-21
呉市焼山中央2-2-8
呉市焼山中央2-4-46
呉市焼山中央2-6-51
呉市焼山中央2-8-8
呉市焼山中央3-10-18
呉市焼山中央3-15-60
呉市焼山中央3-17-37
呉市焼山中央3-17-68
呉市焼山中央5-11-28
呉市焼山中央6-3-14
呉市焼山中央6-5-50
呉市焼山西3-20-20
呉市焼山西3-5-5
呉市焼山本庄4-6-13
呉市焼山政畝3-1-21
呉市焼山南1-9-12
呉市焼山宮ヶ迫1-23-7
呉市焼山宮ヶ迫1-41-2
呉市焼山北3-1-20
呉市焼山中央2-7-8
呉市焼山西3-5-4
呉市安浦町安登西6-1-32
呉市安浦町安登西8-11-25
呉市安浦町内海南1-10-46
呉市安浦町内海北2-3-17
呉市安浦町内海北2-3-38
呉市安浦町内海南1-9-39
呉市安浦町大字女子畑1408ｰ5
呉市安浦町中央1-2-22
呉市安浦町中央6-1-17
呉市安浦町中央北2-9-20
呉市安浦町中央北2丁目12-7
呉市安浦町中央ハイツ15-20
呉市安浦町中央ハイツ17-14
呉市安浦町内海南4-4-7
呉市安浦町三津口1-11-3
呉市安浦町三津口1-16-11
呉市安浦町三津口2-2-5
呉市安浦町三津口3-7-10
呉市安浦町三津口3-9-11

ウォンツ 呉四ツ道路店
山田酒店
セブンイレブン 呉市四ツ道路店
ローソン 呉本通り店
藤盛商店
栄町薬局 本通店
ナイスムラカミ 呉店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市本通り５丁目店
うすい酒店
森酒･米店
ローソン 呉本通七丁目店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市本通８丁目店
桑村商店
中島薬局 本店
吉岡屋酒店
青山薬品
出本酒店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉宮原店
エブリイ呉宮原店
髙橋たばこ店
水野商店
大場商店
ローソン 呉焼山北一丁目店
ザ･ビッグ 焼山店
DCMダイキ焼山店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市焼山店
ウォンツ 焼山店
笹兵衛 焼山店
たばこショップまえだ
ダイレックス焼山店
ホームプラザナフコ焼山店
藤三 焼山店
くるみ薬局 焼山店
呉農業協同組合 昭和支店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉焼山昭和支所前店
万惣 焼山店
ドラッグセガミ 焼山店
吉岡屋酒店
コープ焼山店
原川酒店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉焼山中央３丁目店
みんなのお店にじいろショップ
フードショップ田尻
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 焼山中央店
瀬田薬品
ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞひまわり 焼山店
お米のエビス
お好み順ちゃん
河原商店
碓井米穀店 宮ヶ迫店
和田商店
ディスカウントドラッグコスモス焼山北店
ローソン 呉焼山中央店
エブリイ焼山店
ローソン安浦安登店
石橋酒店
安浦薬品
㈲竹本住宅設備
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞﾅﾌｺ安浦店
中畦商店
森本ストアー(株)
上田忠商店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 広島安浦店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 広島安浦北店
ディスカウントドラッグコスモス安浦店
中央ハイツ自治会
マルコ商店
藤三 安浦店
川野化粧品店
渡川食料品店
Lucky Star
荒木商店
岡本商店
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呉市一般廃棄物処理手数料収納事務委託者名簿
呉市安浦町三津口4-1-15
呉市安浦町三津口4-1339-1
呉市安浦町内海北2-4-3
呉市山手2-3-1
呉市焼山西3-6-50
呉市豊町大長4985
呉市豊町大長5915-14
呉市豊町大長5923-2
呉市豊町大長4970
呉市豊町大長5984-2
呉市豊町久比328
呉市豊町御手洗237
呉市吉浦潭鼓町1-1
呉市吉浦中町1-13-14
呉市吉浦中町1-3-6
呉市吉浦東本町1-11-1
呉市吉浦東本町1-5-11
呉市吉浦東本町1-5-8
呉市吉浦本町2-5-2
呉市吉浦本町3-1-1
呉市吉浦本町3-2-22
呉市和庄2-1-1
呉市和庄登町12-22
呉市和庄本町5-3
呉市阿賀中央9-1-3
呉市吉浦中町1-1-7
呉市吾妻1-7-1
呉市西鹿田２丁目5-27
呉市本通4-9-6
呉市海岸4-9-12
呉市郷原町4003番地
呉市広古新開3-2-21-301
呉市中通3-1-30
呉市天応大浜4-1-3
呉市伏原1-13-8
今治市関前岡村甲79-1
今治市関前岡村甲80-2
今治市関前岡村甲850

子の浦自治会
ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ 安浦店
安浦グリーンセンター
藤原商店
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 呉焼山バイパス店
田中商店
Ａコープ豊町店
奥田ドンキー号
㈲資誠堂
今村商店
Ａコープ久比店
村尾昌文堂
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市吉浦店
横山金物店
三島屋
村上ストアー
佐々木薬
植木建材店
ほそかわ洋酒店
さなだストアー
堀酒店
藤川ストアー
山﨑酒店
喫茶あさ
阿賀町西町自治会
ピュアークック吉浦店
ピュアークック長ノ木店
西鹿田町２丁目(下)自治会
特定非営利活動法人 青虫の会
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 呉市海岸４丁目店
ローソン 呉郷原町店
バルミータウン広自治会
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 呉中通三丁目店
ローソン 呉天応大浜四丁目店
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 呉伏原店
野村商店
愛媛県漁業協同組合関前支所
内藤酒店
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