【取扱店⼀覧】

※取扱い内容は各店により異なります。 ※在庫状況は各店にお問合せ下さい。

北海道

㈱相澤⾷料百貨店

北海道稚内市中央3丁⽬5番8号

0162-22-5024

Hello,New Day.

北海道札幌市中央区北⼀条⻄3-3

011-206-9222

喜久⽔庵ELM五所川原店

⻘森県五所川原市唐笠柳字藤巻517-1 エルムの街1階

0173-33-6039

KANEIRI STANDARD STORE

岩⼿県盛岡市盛岡駅前通1-44 盛岡フェザン本館1階

019-613-3556

⾷彩⼯房盛岡フェザン店

岩⼿県盛岡市盛岡駅前通１ 盛岡駅ビルフェザンB1F

019-601-6163

喜久⽔庵イオンモール盛岡店

岩⼿県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡1階

019-681-0442

東北めぐり いろといろ

宮城県仙台市⻘葉区中央1-1-1 仙台駅

022-385-6245

東北⾃動⾞道 ⻑者ヶ原SA下り線

宮城県⼤崎市古川宮沢字⾦堀場26

0229-28-3717

みやげ菓撰

宮城県仙台市⻘葉区中央1-1-1 エスパル仙台B1おみやげ通り

022-397-7660

宮城県仙台市太⽩区茂庭字中⾕地南32-1

022-302-6081

アグリエの森リーフマルシェ

宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館1階

022-290-3258

⺟畑温泉

⼋幡屋 売店

福島県⽯川郡⽯川町⼤字⺟畑字樋⽥75-1

0247-26-3131

萩姫の湯

栄楽館 売店

郡⼭市熱海町熱海 4-47

024-984-2135

おみやげ処 新⽩河

福島県⻄⽩河郡⻄郷村道南東114 新⽩河駅2階

0248-22-2550

おみやげ処ふくしま（福島ピボット）

福島県福島市栄町1-1 福島駅⻄⼝

024-531-6593

すかがわ観光物産館 flatto（ふらっと）

福島県須賀川市中町11

0248-94-4855

道の駅なみえ

福島県双葉郡浪江町⼤字幾世橋字知命寺60

0240-23-7121

裏磐梯⾼原ホテル 売店

福島県耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字湯平⼭1171

0241-32-2211

福島県観光物産館 コラッセふくしま

福島県福島市三河南町1-20 コラッセふくしま1F

024-525-4031

磐越⾃動⾞道 線磐梯⼭SA（上り）

福島県耶⿇郡磐梯町⼤字更科字⾓間2498-5 磐越⾃動⾞道上り線磐梯⼭SA内

0242-63-0690

ホテルプルミエール箕輪売店

福島県耶⿇郡猪苗代町⼤字若宮字吾妻⼭国有林194林班

0120-64-3320

地酒の森エスパル福島店

福島県福島市栄町1-1

024-573-4121

地酒の森 郡⼭駅エキナカ店

福島県郡⼭市字燧⽥195

024-925-6500

道の駅ふくしま

福島県福島市⼤笹⽣⽉崎12-2

024-572-4588

AMEKAZE East

福島県⽥村郡三春町⼤字斎藤字仁井道348-4

024-973-7611

ふくしま逢瀬ワイナリー

福島県郡⼭市逢瀬町多⽥野字郷⼠郷⼠2

0120-320-307

東北⾃動⾞道・国⾒SA下り売店

福島県伊達郡国⾒町⼤字⾙⽥字⼭⼝12

0570-024-024

ヨークベニマル⾦屋店

福島県郡⼭市⽥村町上⾏合字⾠ノ尾13番地の1

024-941-5211

ヨークベニマル荒井店

福島県郡⼭市安積荒井⼀丁⽬151番地

024-937-1149

ヨークベニマル メガステージ⽯川店

福島県⽯川郡⽯川町字⻑久保294番地7

0247-56-4301

ブルーシュエット

福島県いわき市泉町滝尻六百町1-1

0246-85-5904

東北⾃動⾞道 阿武隈⾼原PA下り

福島県⽩河市萱根 東北⾃動⾞道下り線阿武隈PA内

0248-22-5517

福島エアポートサービス(FAS) 福島空港店

福島県⽯川郡⽟川村北須釜はばき⽥21

0247-57-1650

ワンダーファーム

福島県いわき市四倉町中島広町１

0246-85-5105

ボンボヤージ（いわき ら・ら・ミュウ内）

福島県いわき市⼩名浜字⾠⺒町 43-1

0246-88-1261

裏磐梯レイクリゾート 売店

福島県耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字湯平⼭1171-1

0241-37-1111

いわきの物産銘品プラザ

福島県いわき市⼩名浜⾠⺒町43-1 いわき･ら･ら･ミュウ 1F

0246-92-1180

裏磐梯グランデコ東急ホテル売店

福島県耶⿇郡北塩原村桧原荒砂沢⼭

0241-32-3200

ホテル華の湯 売店

福島県郡⼭市熱海町熱海5丁⽬ 8-60

024-984-2222

ホテリ・アアルト│HOTELI aalto

福島県耶⿇郡北塩原村⼤字檜原字⼤府平1073-153

0241-23-5100

太平洋クラブ ⽩河リゾート

福島県岩瀬郡天栄村⼤字⽥良尾字芝草1番地

0248-85-2111

juju 130 CAFE

郡⼭市安原町字⼤⾕地130-2郡⼭市⽴美術館内

024-942-2250

たさぶろう

福島県⽩河市⼗三原道上3-18

0248-21-6555

at home 安積店

福島県郡⼭市安積1丁⽬143-2

024-947-5811

at home ｵﾘｴﾝﾄﾊﾟｰｸ⽇和⽥店

福島県郡⼭市⽇和⽥町字前⽥90-1

024-973-8410

at homeイオンタウン郡⼭店

福島県郡⼭市松⽊町2-88

024-943-2825

⽇本橋ふくしま館 MIDETTE

東京都中央区⽇本橋室町4-3-16 柳屋太洋ビル1階

03-6262-3977

AMEKAZE TACHIKAWA GREEN SPRINGS

東京都⽴川市緑町3−1 GREEN SPRINGS E1-103

042-506-0270

gicca池⽥⼭

東京都品川区東五反⽥5丁⽬1−1 OURA BLDG.

03-6450-4830

のもの秋葉原店

東京都千代⽥区

03-5256-7237

のもの 東京駅グランスタ丸の内店

東京都千代⽥区

03-5224-6033

AKOMEYA TOKYO in la kagu

東京都新宿区⽮来町67

03-5946-8241

UNITED NATURE吉祥寺ﾊﾟﾙｺ店㈱丸⼋⻘果

東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁⽬５−１ 吉祥寺パルコ店内

0422-27-1080

那須どうぶつ王国

栃⽊県那須町⼤島1042-1

0287-77-1110

東北⾃動⾞道 佐野サービスエリア(上り)

栃⽊県佐野市⿊袴町1010

0283-23-5751

ホテルエピナール那須 売店

栃⽊県那須郡那須町⼤字⾼久丙1番地

0287-78-6000

南ヶ丘牧場

栃⽊県那須郡那須町湯本579番地

0287-76-2150

Royal Hotel 那須

栃⽊県那須郡那須町⾼久丙4449-2

0287-76-1122

栃⽊県宇都宮市鶴⽥3丁⽬1-4

028-647-1966

栃⽊県那須町⾼久丙414-2

0287-76-3111

リゾートホテル ラフォーレ那須 売店

栃⽊県那須郡那須町湯本206-959

0287-76-1811

⼋雲⼋晴⼋ 本店

群⾺県⾼崎市⾼関町538 T-ONE FRONT･B

027-384-4477

デゴール流⼭店

千葉県流⼭市おおたかの森南1-5-1 流⼭おおたかの森S・C1

04-7152-3877

蓮⽥ＳＡ上り(Pasar蓮⽥)旬撰倶楽部AMEKAZEコーナー

埼⽟県蓮⽥市川島370

048-731-8080

UNITED NATURE ｲｵﾝﾓｰﾙ川⼝店㈱丸⼋⻘果

埼⽟県川⼝市安⾏領根岸３１８０ イオンモール川⼝店内

まかいの牧場 らくのうFactory

静岡県富⼠宮市内野1327-1 まかいの牧場

0544-54-0342

お⼟産処 三州 岡崎宿 NEOPASA岡崎店

愛知県岡崎市宮⽯町字六ツ⽥10-4 NEOPASA岡崎上り

0564-45-6600

刈⾕ハイウェイオアシス

愛知県刈⾕市東境町松ヶ枝63番地1 伊勢湾岸⾃動⾞道 刈⾕パーキングエリア 上り線

0566-35-0211

デコール

愛知県名古屋市中区錦3-15-13 セントラルパーク地下街

052-971-3455

AKOMEYA TOKYO 京都BAL店

京都府京都市中京区河原町通三条下ル⼭崎町251 京都BAL 1F

075-606-5444

いっぴんさん。ｴｷﾏﾙｼｪ⼤阪店

⼤阪府⼤阪市北区梅⽥3丁⽬1-1

06-4799-3828

ティンクルティンクル⽶⼦店

⿃取県⽶⼦市⻑砂町57-1

0859-38-2051

チーズ店アレグリア

⾹川県丸⻲市福島町102-2

0877-89-4121

秋保ヴィレッジ

東北・関東・信越

アグリエの森

BAKERY PENNY LANE
那須りんどう湖

北陸・中部・関⻄

中国・四国・九州

鶴⽥店

ファミリー牧場 マルシェ

セントラルパーク店

S-PAL東館2階

