
2022年10月11日 時点

都道府県 店舗名 〒 所在地 TEL

福島県 マルト 神谷店 970-0101 いわき市平下神谷立田帯18 0246-34-5111

福島県 マルト SC草野店 970-0101 いわき市平下神谷字仲田120 0246-57-1775

福島県 マルト 神白店 970-0316 いわき市小名浜下神白字館ノ腰22-1 0246-52-0201

福島県 マルト 好間店 970-1152 いわき市好間町中好間字中川原5 0246-36-8188

福島県 マルト 平窪店 970-8003 いわき市平下平窪山土内町7-17 0246-23-3838

福島県 マルト 平白土店 970-8026 いわき市平字作町3-1-8 0246-21-4041

福島県 マルト SC平尼子店 970-8026 いわき市平字尼子町3-1-1 0246-35-0577

福島県 マルト SC城東店 970-8026 いわき市平字城東3-1-2 0246-37-7785

福島県 マルト ニュータウン店 970-8044 いわき市中央台飯野1-35-1 0246-28-5522

福島県 マルト SC君ヶ塚店 971-8111 いわき市小名浜大原字北君ｹ塚170-1 0246-52-1578

福島県 マルト 玉川店 971-8124 いわき市小名浜住吉字搦26-1 0246-58-4152

福島県 マルト 岡小名店 971-8151 いわき市小名浜岡小名岸前47 0246-73-1777

福島県 マルト 泉店 971-8189 いわき市泉滝尻一丁目7番3 0246-56-2201

福島県 マルト SC湯長谷店 972-8317 いわき市常磐下湯長谷町道下10 0246-43-3300

福島県 マルト SC湯本店 972-8318 いわき市常磐関船町1丁目15番27 0246-38-8020

福島県 マルト 釜の前店 972-8322 いわき市常磐上湯長谷町山の神前24-35 0246-43-6111

福島県 マルト 内郷店 973-8404 いわき市内郷内町堤田118 0246-27-3690

福島県 マルト SC高坂店 973-8408 いわき市内郷高坂町八反田55 0246-27-5530

福島県 マルト 東田店 974-8223 いわき市佐糠町東1-7-4 0246-63-5397

福島県 マルト 錦店 974-8232 いわき市錦町ｳﾂｷﾞｻｷ48-4 0246-63-3621

福島県 マルト SC中岡店 974-8251 いわき市中岡町6-1-8 0246-63-1441

福島県 マルト 駅前店 979-0146 いわき市勿来町関田西1-2-2 0246-65-3621

福島県 マルト SC窪田店 979-0196 いわき市勿来町窪田十条3-1-2 0246-65-6691

福島県 マルト 四倉店 979-0201 いわき市四倉町字西2-9-2 0246-32-2225



2022年10月11日 時点

都道府県 店舗名 〒 所在地 TEL

福島県 マルト健康の森 平窪店 970-8003 いわき市平下平窪字四左エ門内30-1 0246-21-0445

福島県 マルト健康の森 とりい店 974-8232 いわき市錦町綾ﾉ内121 0246-62-8875

福島県 マルト健康の森 窪田店 979-0196 いわき市勿来町窪田十条3-1-3 0246-64-7130

福島県 くすりのマルト 草野店 970-0101 いわき市平下神谷字仲田85 0246-57-1572

福島県 くすりのマルト 神谷店 970-0101 いわき市平下神谷字後原62-1 0246-34-6551

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 洋向台店 970-0314 いわき市洋向台４丁目１番3 0246-59-0007

福島県 くすりのマルト 好間店 970-1152 いわき市好間町中好間字田中6 0246-36-5300

福島県 くすりのマルト 調剤薬局　下平窪店 970-8003 いわき市平下平窪字四左エ門内29-2 0246-85-0012

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 平窪店 970-8003 いわき市平下平窪山土内町３－１ 0246-24-3677

福島県 くすりのマルト 平白土店 970-8026 いわき市平字作町3-1-8 0246-21-4058

福島県 くすりのマルト 平尼子店 970-8026 いわき市平字尼子町3-1-2 0246-35-1755

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 平尼子店 970-8026 いわき市平字尼子町3-1-2 0246-35-1775

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 平五町目店 970-8026 いわき市平字五町目１７－１２ 0246-21-1771

福島県 くすりのマルト 城東店 970-8026 いわき市平字城東3-1-1 0246-37-7855

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 谷川瀬店 970-8036 いわき市平谷川瀬二丁目11番地10 0246-22-1150

福島県 くすりのマルト ニュータウン店 970-8044 いわき市中央台飯野1-35-1 0246-28-6611

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 君ヶ塚店 971-8111 いわき市小名浜大原字下小滝158-2 0246-92-4678

福島県 くすりのマルト 君ヶ塚店 971-8111 いわき市小名浜大原字北君ヶ塚171-1 0246-54-9991

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 林城店 971-8122 いわき市小名浜林城冶辻前3番地2 0246-76-1188

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 玉川店 971-8124 いわき市小名浜住吉道下３４ 0246-76-1880

福島県 くすりのマルト 玉川店 971-8124 いわき市小名浜住吉字道下34 0246-76-1151

福島県 くすりのマルト 岡小名店 971-8151 いわき市小名浜岡小名字高田10-1 0246-73-1555

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 泉店 971-8185 いわき市泉町一丁目32番3 0246-75-2727

福島県 くすりのマルト 泉店 971-8185 いわき市泉町一丁目32番3 0246-75-0122



2022年10月11日 時点

都道府県 店舗名 〒 所在地 TEL

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 遠野店 972-0161 いわき市遠野町上遠野字本町67-2 0246-85-5551

福島県 くすりのマルト 湯長谷店 972-8317 いわき市常磐下湯長谷町道下10 0246-43-1011

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 下湯長谷店 972-8317 いわき市常磐下湯長谷町道下10 0246-72-1771

福島県 くすりのマルト 釜の前店 972-8322 いわき市常磐上湯長谷町山の神前24-35 0246-44-0806

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 みまや共立病院前店 973-8402 いわき市内郷御厩町久世原２４８ 0246-45-1788

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 川原田店 973-8403 いわき市内郷綴町川原田117 0246-45-1118

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 つづら店 973-8403 いわき市内郷綴町仲田２６番地の６ 0246-45-2855

福島県 くすりのマルト 内郷店 973-8404 いわき市内郷内町堤田131-1 0246-27-1389

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 高坂店 973-8408 いわき市内郷高坂町八反田５５ 0246-27-1101

福島県 くすりのマルト 高坂店 973-8408 いわき市内郷高坂町八反田55 0246-27-3777

福島県 くすりのマルト 東田店 974-8223 いわき市佐糠町東1-2-2 0246-62-3355

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 鳥居店 974-8232 いわき市錦町綾ノ内１２１ 0246-62-7755

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 上中田店 974-8232 いわき市錦町上中田７ 0246-63-3036

福島県 くすりのマルト 中岡店 974-8251 いわき市中岡町6-9-12 0246-63-1417

福島県 くすりのマルト 調剤薬局 窪田店 979-0141 いわき市勿来町窪田十条３-１-３ 0246-65-0555

福島県 くすりのマルト 四倉店 979-0201 いわき市四倉町字鬼越138ｰ4 0246-32-3610

福島県 酒のマルト 好間店 970-1152 いわき市好間町中好間字上川原61-1 0246-38-8581

福島県 酒のマルト 城東店 970-8026 いわき市平字城東3-1-2 0246-37-7750

福島県 酒のマルト 岡小名店 971-8151 いわき市小名浜岡小名岸前50-1 0246-73-1177

福島県 酒のマルト 東田店 974-8223 いわき市佐糠町東1-2-2 0246-63-2822

福島県 酒のマルト 中岡店 974-8251 いわき市中岡町6-2-2 0246-62-0831

福島県 ファミリー 草野店 970-0101 いわき市平下神谷字仲田85 0246-57-1788

福島県 ファミリー 好間店 970-1152 いわき市好間町中好間字田中6 0246-47-0730

福島県 ファミリー 平白土店 970-8026 いわき市平字作町3-1-9 0246-35-1555



2022年10月11日 時点

都道府県 店舗名 〒 所在地 TEL

福島県 ファミリー 君ヶ塚店 971-8111 いわき市小名浜大原字北君ヶ塚171-1 0246-52-1577

福島県 ファミリー 湯長谷店 972-8317 いわき市常磐下湯長谷町道下10 0246-43-4000

福島県 ファミリー 高坂店 973-8408 いわき市内郷高坂町八反田55 0246-27-5520

福島県 ファミリー 中岡店 974-8251 いわき市中岡町6-1-8 0246-63-1374

福島県 ファミリー 窪田店 979-0141 いわき市勿来町窪田十条3-1-4 0246-65-1777

福島県 お菓子のみよし 草野店(マルト提携店) 970-0101 いわき市平下神谷字仲田120 0246-34-7133

福島県 お菓子のみよし 城東店(マルト提携店) 970-8026 いわき市平字城東3-1-2 0246-23-7118

福島県 お菓子のみよし 工場直売(マルト提携店) 970-8036 いわき市平谷川瀬字明治町92 0246-24-3443

福島県 お菓子のみよし ニュータウン店(マルト提携店) 970-8044 いわき市中央台飯野1-35-1 0246-28-4693

福島県 お菓子のみよし 泉店(マルト提携店) 971-8182 いわき市泉町滝尻字定の田217 0246-96-6511

福島県 お菓子のみよし 湯長谷店(マルト提携店) 972-8317 いわき市常磐下湯長谷町道下10 0246-42-2344

福島県 お菓子のみよし 高坂店(マルト提携店) 973-8408 いわき市内郷高坂町八反田55 0246-27-8588

福島県 お菓子のみよし 植田店(マルト提携店) 974-8212 いわき市東田町2-20-1 0246-63-3443

福島県 お菓子のみよし 勿来窪田店(マルト提携店) 979-0141 いわき市勿来町窪田十条3-1-2 0246-38-8789

福島県 お菓子のみよし 四倉店(マルト提携店) 979-0201 いわき市四倉町字西2-9-2 0246-88-1808

福島県 タチハナクリーニング 草野店(マルト提携店) 970-0101 いわき市平下神谷字仲田120  0246-34-7131

福島県 タチハナクリーニング 好間店(マルト提携店) 970-1152 いわき市好間町中好間中川原5   0246-36-9776

福島県 タチハナクリーニング 平窪店(マルト提携店) 970-8006 いわき市平下平窪山土内町7-17    0246-22-7903

福島県 タチハナクリーニング 尼子店(マルト提携店) 970-8026 いわき市平尼子町3-4      0246-21-3221

福島県 タチハナクリーニング 城東店(マルト提携店) 970-8026 いわき市平字城東3丁目1-2 0246-25-5110

福島県 タチハナクリーニング ニュータウン店(マルト提携店) 970-8044 いわき市中央台飯野1丁目35-1 0246-28-6050

福島県 タチハナクリーニング 君ヶ塚店(マルト提携店) 971-8111 いわき市小名浜大原字北君ヶ塚170ｰ1 0246-52-2772

福島県 タチハナクリーニング 玉川店(マルト提携店) 971-8124 いわき市小名浜住吉字搦26-1 0246-58-3939

福島県 タチハナクリーニング 岡小名店(マルト提携店) 971-8151 いわき市小名浜岡小名字岸前47 0246-52-0914
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福島県 タチハナクリーニング 泉店(マルト提携店) 971-8182 いわき市泉町滝尻定ﾉ田211   0246-56-2581

福島県 タチハナクリーニング 湯長谷店(マルト提携店) 972-8317 いわき市常磐下湯長谷町道下10  0246-44-5017

福島県 タチハナクリーニング 釜の前店(マルト提携店) 972-8322 いわき市常磐上湯長谷町山ﾉ神前24-35 0246-43-2689

福島県 タチハナクリーニング 内郷店(マルト提携店) 973-8404 いわき市内郷内町堤田132-2 0246-27-5480

福島県 タチハナクリーニング 高坂店(マルト提携店) 973-8408 いわき市内郷高坂町八反田55 0246-27-6070

福島県 タチハナクリーニング 東田店(マルト提携店) 974-8223 いわき市佐糠町1-7-4  0246-62-6012

福島県 タチハナクリーニング 中岡店(マルト提携店) 974-8251 いわき市中岡町6丁目8-3 0246-62-5906

福島県 タチハナクリーニング 窪田店(マルト提携店) 979-0141 いわき市勿来町窪田十条3-1 0246-64-8006

福島県 タチハナクリーニング 四倉店(マルト提携店) 979-0201 いわき市四倉町字西2丁目9-1 0246-32-6256

茨城県 マルト 元吉田店 310-0834 水戸市宮内町字宮内3199-1 0293-53-7575

茨城県 マルト SC笠原店 310-0852 水戸市笠原町978-39 0292-41-5000

茨城県 マルト SC那珂店 311-0105 那珂市菅谷字杉前522 0293-53-1122

茨城県 マルト SC春日店 312-0048 ひたちなか市春日町10-1 029-219-8181

茨城県 マルト 佐和店 312-0061 ひたちなか市大字稲田字円明33-1 0292-19-8686

茨城県 マルト 諏訪店 316-0001 日立市諏訪町4-11-16 0294-25-6677

茨城県 マルト 東金沢店 316-0014 日立市東金沢町5-5-15 0294-34-4777

茨城県 マルト 塙山店 316-0015 日立市金沢町2丁目2番2号 0294-33-8880

茨城県 マルト SC森山店 316-0025 日立市森山町5-9-1 0294-52-1212

茨城県 マルト SC滑川店 317-0051 日立市滑川本町5-3-30 0294-27-3331

茨城県 マルト SC平沢店 317-0066 日立市高鈴町1-3-1 0294-23-9595

茨城県 マルト SC田尻店 319-1416 日立市田尻町5-14-1 0294-43-1617

茨城県 マルト SC磯原店 319-1541 北茨城市磯原町磯原2-43 0293-43-6161

茨城県 くすりのマルト 笠原店 310-0852 水戸市笠原町978-39 029-241-2622

茨城県 くすりのマルト 那珂店 311-0105 那珂市菅谷字千本杉600-1 029-353-1333
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茨城県 くすりのマルト 調剤薬局 笹野店 312-0018 ひたちなか市笹野町２丁目12-25 029-229-3833

茨城県 くすりのマルト 春日店 312-0048 ひたちなか市春日町10-1 029-219-5500

茨城県 くすりのマルト 諏訪店 316-0001 日立市諏訪町4-532-2 0294-28-5785

茨城県 くすりのマルト 千石店 316-0013 日立市千石町3-4-10 0294-34-6111

茨城県 くすりのマルト 調剤薬局 金沢店 316-0015 日立市金沢町三丁目343番 0294-33-7733

茨城県 くすりのマルト 森山店 316-0025 日立市森山町5-1-1 0294-52-7878

茨城県 くすりのマルト 成沢店 316-0033 日立市中成沢町2-37-11 0294-28-5333

茨城県 くすりのマルト 調剤薬局 鮎川店 316-0036 日立市鮎川町３丁目1番地の１ 0294-25-7080

茨城県 くすりのマルト 滑川店 317-0051 日立市滑川本町5-3-35 0294-27-3337

茨城県 くすりのマルト 田尻店 319-1416 日立市田尻町5-14-1 0294-43-1313

茨城県 くすりのマルト 調剤薬局 磯原店 319-1541 北茨城市磯原町磯原2丁目180 0293-30-7887

茨城県 くすりのマルト 磯原店 319-1541 北茨城市磯原町磯原2-43 0293-42-8188

茨城県 くすりのマルト 調剤薬局 北茨城市医療センター前店 319-1559 北茨城市中郷町上桜井916番3 0293-24-8621

茨城県 お菓子のみよし 北茨城店(マルト提携店) 319-1559 北茨城市中郷町上桜井竹塙2064 0293-43-6376


