
R4.11.18現在

地区 店舗名 店舗所在地 電話番号 業態

長崎 （株）三ツ輪 長崎市築町3-18メルカ築町B１F 095-822-2652 販売

長崎 （有）いろは精肉店 長崎市賑町7-20 095-822-0912 販売

長崎 肉のマルシン　新大工店　 長崎市新大工町1-12 095-826-7617 販売

長崎 浜屋百貨店（肉の松万） 長崎市浜町7-11 095-824-5514 販売

長崎 トータルフードサービス肉のおのうえ 長崎県長崎市油木町88-2 095-844-7280 販売

長崎 炭焼厨房　みつわ 長崎市下西山町3-5 095-827-0320 料飲

長崎 （株）ダンクユー本店 長崎市滑石５丁目1番15号 095-856-2105 販売

長崎 （有）カウベル深ぼり 長崎市相生町2-5 095-823-2657 販売

長崎 ワタナベ商店 長崎市築町2-11 095-824-0561 販売

長崎 鬼岳牧場 長崎市築町1-18 095-827-2333 販売

長崎 ホテルニュー長崎　ハイドレンジャ 長崎市大黒町14-5 095-826-8000 ホテル

長崎 ステーキハウス　おかの 長崎市本石灰町６－８ 095-824-3048 料飲

長崎 やきにく輪 長崎市城山町5-18 095-862-0112 料飲

長崎 まるたかフレッシュハウス　鍛冶屋町店 長崎市油屋町2-3 095-811-5511 販売

長崎 まるたか生鮮市場　西町店 長崎市三芳町11-7 095-846-0390 販売

長崎 （有）明治屋商店 長崎市上町2-7 095-822-0359 卸

長崎 味菜肉新 長崎市飽の浦町15-3 095-861-5948 販売

長崎 ﾌﾚｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｰｽﾞﾋﾟｰﾌﾟﾙ日見店 長崎市宿町51 095-801-5101 販売

長崎 ダイキョウ食品　ココウォーク店 長崎市茂里町1-55　みらい長崎ココウォーク2Ｆ　ﾚｯﾄﾞｷｬﾍﾞﾂ内 095-843-8339 販売

長崎 桃源洞 長崎市籠町8-33 095-823-6786 料飲

長崎 大阪屋 長崎市浜町11-11和田ビル1F 095-820-9198 料飲

長崎 中の茶屋　重籠 長崎市茂里町1-55みらい長崎ココウォーク4Ｆ 095-814-0535 料飲

長崎 ママのセンター　時津店 西彼杵郡時津町浜田郷19-4 095-881-2066 販売

長崎 牛かつ敬天 長崎市江戸町2-31ｳｪﾙﾌﾞﾗｲﾄ出島1Ｆ 095-822-2295 料飲

長崎 焼肉　ローラン 長崎市樺島町6-9 095-823-6046 料飲

長崎 (有)肉のフジワラ 長崎市油屋町4-6 095-825-1106 販売

長崎 鉄板や　万菜 長崎市銅座町7-18-1F 095-826-1823 料飲

長崎 岩永ホルモン 西彼杵郡長与町まなび野3-34-1 095-887-4686 販売

長崎 長崎県物産館 長崎市大黒町3-1 095-821-6580 販売

長崎 ㈱ジョイフルサンショッピングプラザ本原店 長崎市扇町4-1 095-813-1313 販売

長崎 ㈱ジョイフルサンショッピングプラザ大浦店 長崎市相生町1-5 095-821-6832 販売

長崎 ㈱ジョイフルサンショッピングプラザ江川店 長崎市江川町232 095-878-8122 販売

長崎 ふれあいの里肉の清水 西海市西彼町上岳郷1301-1 0959-27-0227 販売

長崎 焼肉ハウスカウベル 長崎市畝刈町1613-100 095-850-6573 料飲

長崎 長崎西彼農協グリーンセンター 西海市西彼町小迎郷2819-1 0956-29-7090 販売

長崎 炭火焼肉いせ家 長崎市浜口町13-15杉本第1ビル1F 095-894-8029 料飲

長崎 ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート 長崎市秋月町2-3 095-864-7777 ホテル

長崎 稲佐山観光ホテル 長崎市曙町40-23 095-861-4151 ホテル

長崎 i+Land nagasaki　JAPANESE RESTAURANT URARAKA 長崎市伊王島町3277-7 095-898-2083 ホテル

長崎 ザ・ホテル長崎ＢＷプレミアコレクションニューヨークダイニング 長崎市宝町2-26 095-821-1111 ホテル

長崎 ミート販売黒牛 西海市西彼町小迎郷1032-5 0959-28-1729 販売

長崎 Ａコープレストラン長崎店 長崎市出島町1-20 095-820-2285 料飲

長崎 スーパーウエスト本店 西海市西彼町平山郷2325-3 0959-28-0881 販売

長崎 キャトル　フィール 長崎市樺島町8-4松栄ビル2F 095-826-1026 料飲

長崎 まるたか生鮮市場矢の平店 長崎市矢の平4丁目339番1 095-895-7011 販売

長崎 まるたか生鮮市場東長崎店 長崎市平間町325-2 095-894-9100 販売

長崎 弐乃屋　月光 長崎市本石灰町6-3 050-5845-6681 料飲

長崎 日本料理　更紗 長崎市万屋町1-21 095-820-4103 料飲

長崎 (有)まさるフーズ　長崎漁港がんばランド店 長崎市京泊3丁目1929-20 095-865-8888 販売

長崎 しゃぶしゃぶ ひらの 長崎市浜口町7-4 牛島ビル2F 095-842-5566 料飲

長崎 長崎和牛焼肉 ぴゅあ 長崎市新地町2-7 柘植ビル1F 095-824-2900 料飲

長崎 岩崎本舗　本社工場店 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1006番地13 095-885-7788 販売

長崎 岩崎本舗　JR長崎駅 長崎街道かもめ市場店 長崎市尾上町1-67　長崎街道かもめ市場内 095-808-1135 販売

長崎 岩崎本舗　西浜町店 長崎市銅座町3-17 095-818-7075 販売

長崎 岩崎本舗　グラバー園店 長崎市南山手町2-6 095-811-0111 販売

長崎 岩崎本舗　浜町観光通り店 長崎市浜町5-9 095-820-5566 販売

長崎 フレッシュハウスまるたか　観光通り店 長崎市万屋町6-40 095-893-5133 販売

長崎 ママのセンター　城山店 長崎市富士見町20-21 095-862-8101 販売

長崎 肉の牛長 長崎市 石神町３－２ 095-845-2914 販売

長崎 長崎馳走・バル ボンボヤージ 長崎市大黒町8-1 095-825-3200 料飲
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長崎 稲佐山温泉 ホテル アマンディ（レストラン ロータス） 長崎市曙町39-38 095-862-5555 ホテル

長崎 二代目　炭蔵 長崎県長崎市大黒町7-10 ワタナベビル1F 095-895-9666 料飲

長崎 五時からホルモン 長崎県長崎市浜口町２－１４あやこビル１F 095-842-6868 料飲

長崎 料亭　坂本屋 長崎市金屋町2-13 095-826-8211　 料飲

長崎 トスカーナ・フィレンツェ料理　da Nobo（ダ・ノボ） 長崎市諏訪町5-3　１Ｆ 095-895-9987 料飲

長崎 エレナ三和店 長崎市布巻町997 095-892-7954 販売

長崎 エレナ深堀店 長崎市深堀1丁目145-24　フレスポ深堀 095-871-6355 販売

長崎 エレナ小江原店 長崎市小江原2丁目41-15 095-845-8100 販売

長崎 エレナ長与店 西彼杵郡長与町吉無田郷2004-11 095-887-1158 販売

長崎 エレナ上小島店 長崎市上小島2丁目4-45 095-832-2882 販売

長崎 エレナ福田店 長崎市大浜町1594-6 095-833-4008 販売

長崎 エレナ日見店 長崎市宿町3-17 095-833-0301 販売

長崎 エレナ時津店 西彼杵郡時津町左底郷1832-1 095-865-8200 販売

長崎 エレナ矢上店 長崎市矢上町8-17 095-865-9500 販売

長崎 エレナ稲佐店 長崎市丸尾町1-3 095-801-3553 販売

長崎 焼肉りんりん 長崎市浜口町8-10 095-844-8804 料飲

長崎 オリーブベイホテル 西海市大島町1577-8 0959-33-9011 ホテル

長崎 ホステルネドコ内長崎和牛ランチ専門店 長崎市橋口町23番2号101号室 090-1196-7185 ホテル

長崎 炭火焼肉いせ家　新館 長崎市浜口町10-2 095-801-7398 料飲

長崎 ホテルセントポール長崎内ダイニングたつや 長崎市平野町4-16 095-845-5141 ホテル

長崎 株式会社食彩館　浜口食彩館 長崎市浜口町12-5 095-843-5905 販売

長崎 ホテル長崎 長崎市立山２丁目16-1 095-826-7261 ホテル

長崎 長崎スカイホテル 長崎市江の浦町18-1 095-861-6411 ホテル

長崎 長崎ブルースカイホテル 長崎市江の浦町18-1 095-861-6411 ホテル

長崎 炉ばた居酒屋　炉談 長崎市中町5-32サンプラナビルⅢ２F 095-828-1177 料飲

長崎 エレナ　プラっとモール長崎店 長崎市川口町12-39 095-801-3133 販売

長崎 みのりカフェ　長崎駅店 長崎市尾上町1-67　長崎街道かもめ市場内 095-893-8222 料飲

長崎 大阪屋　長崎駅店 長崎市尾上町1-67　長崎街道かもめ市場内 050-5890-2703 料飲

長崎 ザ・ハンバーグイマミチ 長崎市花丘町17-19 095-845-1154 料飲

長崎 雲仙　とれたて市場 長崎市籠町6番-3号マシェール唐人坂１－１ 070-2377-3391 販売

長崎 焼肉　牛仙 長崎市籠町6番-3号マシェール唐人坂１－２ 070-2377-3391 料飲

長崎 有限会社　松尾精肉店 長崎市西海町1728番地10 095-884-2053 販売

長崎 ジョイフルサンアルファ住吉店 長崎市中園町7-14 095-846-2255 販売

長崎 Ｓマート新大工店 長崎市新大工町5-7 095-818-3633 販売

長崎 Ｓマート新漁港店 長崎市京泊3-9-6 095-850-5371 販売

長崎 Ｓマート茂木店 長崎市茂木町76-15 095-836-2802 販売

長崎 Ｓマート田上店 長崎市田上2-6-9 095-821-3413 販売

長崎 Ｓ東美本店 長崎市浜町1-22 095-829-2231 販売

県央 JAながさき県央　Ａコープ西諌早店 諫早市山川町1-5 0957-26-7783 販売

県央 （有）シュシュ 大村市弥勒寺町486 0957-55-5288 販売

県央 焼肉　音琴 東彼杵郡東彼杵町大音琴郷165-2 0957-47-1107 料飲

県央 川下精肉本店 東彼杵郡川棚町下組郷367-5 0956-82-2165 販売

県央 川下精肉支店 東彼杵郡川棚町栄町33-1（東栄ストアー内） 0956-82-2231 販売

県央 肉の碇 諫早市永昌東町9-18 0957-22-5095 販売

県央 ＪＡながさき県央　Ａコープ飯盛店 諫早市飯盛町佐田866-5 0957-48-1071 販売

県央 ＪＡながさき県央　Ａコープほっこう店 諫早市高来町峰3-2 0957-32-5585 販売

県央 ＪＡながさき県央　Ａコープ福田店 諫早市福田町1-7 0957-24-2310 販売

県央 ＪＡながさき県央　Ａコープファルト店 諫早市鷲崎町337-4 0957-24-2400 販売

県央 伊藤ハムミート販売西（株）長崎（営） 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1609-26 0957-54-9170 卸

県央 スターゼン（株）長崎営業所 大村市富の原2丁目583-3 0957-56-2250 卸

県央 山川精肉店 東彼杵郡波佐見町湯無田郷1185-1 0956-85-2646 販売

県央 まるたか生鮮市場　多良見店 諫早市多良見町囲名字田原487 0957-28-5678 販売

県央 まるたか生鮮市場　幸町店 諫早市幸町308-1 0957-22-4096 販売

県央 まるたか生鮮市場　アエル店 諫早市本町3-11 0957-27-0041 販売

県央 まるたか生鮮市場　小野店 諫早市小野町520-50 0957-22-2238 販売

県央 ぶどう畑のれすとらん 大村市弥勒寺町486 0957-55-5288 料飲

県央 まるたか生鮮市場　池田店 大村市池田２－３２２－１ 0957-20-7745 販売

県央 まるたか生鮮市場　三城店 大村市西三城町６－５ 0957-48-5517 販売

県央 焼肉　おがわ 諫早市松里町1285-1 0957-28-2939 料飲

県央 (株）大光食品 大村市溝陸町415番地 0957-48-5551 卸
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県央 レストランまゆみ 東彼杵郡川棚町栄町82 0956-82-2971 料飲

県央 お食事処ゆたか 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2164-2 0956-85-5858 料飲

県央 てん新 大村市西本町541-17 0957-52-6188 料飲

県央 国民宿舎くじゃく荘 東彼杵郡川棚町小串郷272 0956-82-2661 ホテル

県央 かとりストアー原口店 大村市原口町1050番地 0957-55-8131 販売

県央 大きな新鮮村 大村市東本町604 0957-47-5311 販売

県央 料亭　富士松 大村市杭出津2丁目682-9 0957-54-2121 料飲

県央 ミート販売 黒牛 松原店 大村市松原本町501（Foods paradise TSUBAKIYA内） 0957-55-8506 販売

県央 魚魚の宿 西海市西彼町小迎郷96-2 0959-28-0345 料飲

県央 居酒屋　肉や魚や　旨家 諫早市東本町3-8 0957-24-5005 料飲

県央 ダイニング　うまや 諫早市東本町3-8 0957-21-8160 料飲

県央 岩崎本舗　長崎空港店 大村市箕島町５９３長崎空港　2階売店エリア 0957-54-6116 販売

県央 まるたか生鮮市場　諫早駅前店 諫早市永昌東町10-3 0957-22-0326 販売

県央 トミーズ 長崎県諫早市本町1-12 0957-23-3843 料飲

県央 AKARI～月光～ 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1158-1 0956-85-7267 料飲

県央 焼肉あづま 諫早市永昌東町8-8 0957-35-5529 料飲

県央 有限会社　長崎フードサービス 諫早市津久葉町6-70 0957-25-7717 卸

県央 肉バルにはち　大村本店 大村市古賀島町92-6 0957-47-9658 料飲

県央 エレナ　高来店 長崎県諫早市高来町三部壱280-1 0957-27-7120 販売

県央 エレナ　竹松店 長崎県大村市大川田町363-1 0957-47-8778 販売

島原 本村精肉店 島原市上の町869 0957-62-3980 販売

島原 ﾌﾚｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｰｽﾞﾋﾟｰﾌﾟﾙ千々石店 雲仙市千々石町丙2195-3 0957-37-3610 販売

島原 ﾌﾚｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｰｽﾞﾋﾟｰﾌﾟﾙ瑞穂店 雲仙市瑞穂町伊古501 0957-77-3522 販売

島原 Ａコープあいの 雲仙市愛野町乙493-1 0957-36-0623 販売

島原 Ａコープおばま 雲仙市小浜町北本町25-18 0957-75-0189 販売

島原 Ａコープ南有馬 南島原市南有馬町乙1303-1 0957-85-3777 販売

島原 Ａコープありえ 南島原市有家町山川135-1 0957-82-6300 販売

島原 肉のいわなが 島原市堀町176番地 0957-62-2121 販売

島原 （株）にくせん 雲仙市国見町多比良甲86番地3 0957-78-3000 販売

島原 水田精肉店 南島原市深江町丙４８－５ 0957-72-2080 販売

島原 肉のとみなが 雲仙市愛野町乙５３０７－１ 0957-36-2983 販売

島原 お肉工房　梅桜亭 島原市中安徳町丁1777-5 0957-64-2222 料飲

島原 恒 本店 島原市今川町1300-1 金子ビル1F 0957-64-1888 料飲

島原 味処 仲よし 長崎県島原市有明町大三東丙198-2 0957-68-0145 料飲

島原 花ざしき　和香 長崎県島原市有明町大三東丙198-2 0957-68-5533 料飲

島原 株式会社まるひで長崎支店 長崎県島原市有明町湯江丙2039番地 0957-68-5031 卸

島原 ザ・マーキーズ ウエディング石川 長崎県南島原市深江町丙760 0957-72-2031 料飲

島原 民芸モダンの宿 雲仙福田屋　　鉄板焼「桜橋」 長崎県雲仙市小浜町雲仙380番地-2 0957-73-2151 ホテル

島原 HOTEL　シーサイド島原 島原市新湊１丁目38番地1 0957-64-2000 ホテル

島原 焼肉一番 雲仙市小浜町南本町7 0957-74-3121 料飲

島原 大門　マリーナ店 雲仙市小浜町マリーナ9番 0957-74-5300 販売

島原 まるたか生鮮市場　吾妻店 雲仙市吾妻町永中名10-2 0957-36-9234 販売

島原 山カフェ　力（RICKY）雲仙福田屋　内 雲仙市小浜町雲仙380-2 0957-73-2151 ホテル

島原 エレナ　国見店 長崎県雲仙市国見町神代己306-1 0957-61-7088 販売

県北 肉のくろがね 佐世保市卸本町13-3佐世保卸団地内 0956-33-4129 卸

県北 肉の相川 佐世保市有福町297-20 0956-58-3811 販売

県北 焼肉　あいかわ 佐世保市有福町297-20 0956-58-3811 料飲

県北 肉の有明　塩浜支店 佐世保市塩浜町1-16 0956-38-2284 販売

県北 （株）深佐屋 佐世保市上京町1-1 0956-24-4917 販売

県北 （有）田中精肉店 佐世保市俵町7-2 0956-22-4645 販売

県北 焼肉　さくら 佐世保市木宮町4-3 0956-47-6511 料飲

県北 佐世保玉屋百貨店（株）エッセンハウス 佐世保市栄町2-1佐世保玉屋店内 0956-25-9865 販売

県北 （有）肉の山頭ｱﾘｰﾅ田平店 平戸市田平町小手田免字山口1240 0950-57-1736 販売

県北 市山精肉店 平戸市木引田町432 0950-22-2690 販売

県北 焼肉　市山 平戸市築地町530 0950-22-2439 料飲

県北 （有）肉の山頭ﾌﾚｯｼｭﾏｰﾄ松浦店 松浦市志佐町里免327-1 0956-72-3721 販売

県北 和香園 北松浦郡佐々町市場免5-1 0956-62-3282 料飲

県北 株式会社　Ｄｏｍｅ 佐世保市矢峰町1026-2 0956-40-8455 卸

県北 まるたか生鮮市場　早岐店 佐世保市早岐1-13-14 0956-20-5768 販売

県北 戎座 佐世保市ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ町７－７ﾎﾃﾙﾖｰﾛｯﾊﾟ内 0956-58-1111（代） ホテル
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県北 鉄板焼　大村湾
佐世保市ハウステンボス町10番　ホテルオークラＪＲハウステン

ボス内
0956-58-7111 料飲

県北 (有)井手肉店 北松浦郡佐々町羽須和免769 0956-63-3803 販売

県北 JAながさき西海ミートハウス西海 佐世保市吉井町立石30-4 0956-64-4129 販売

県北 愛山亭 佐世保市本島町7-25 0956-25-2764 料飲

県北 九十九島海遊 佐世保市鹿子前町1058-1 0956-28-0655 料飲

県北 平戸やきにく鈴 平戸市木引田町446-1 0950-23-3808 料飲

県北 滝の茶屋鯉太郎 佐世保市三浦町4-28 0956-22-4141 ホテル

県北 宇久シーサイドホテル藤蔵 佐世保市宇久町平237-1 0959-57-3838 ホテル

県北 一魚一会 佐世保市針尾東町2371-1 0956-20-2525 料飲

県北 佐世保第一ホテルレストランチャペル 佐世保市三浦町4-4 0956-22-7486 ホテル

県北 COFFEE＆PIZZA大渡長者 平戸市崎方町870-2 0950-23-2549 料飲

県北 レストラン蜂の家 佐世保市栄町5-9サンクル2番館1F 0956-28-2069 料飲

県北 ふじ・なが本店 佐世保市大野町50-14 0956-49-2487 料飲

県北 ふじ若丸　中里店 佐世保市上本山町1044-2 0956-41-0299 料飲

県北 岩崎本舗　佐世保三ヶ町店 長崎県佐世保市常盤町6-1 0956-37-1070 販売

県北 まるたか生鮮市場　もみじが丘店 佐世保市もみじが丘町40-1 0956-20-1170 販売

県北 逢膳亭 長崎県佐世保市大宮町2-24 0956-33-6608 料飲

県北 (有）相伽和店 長崎県佐世保市大宮町9-17 0956-33-1298 販売

県北 めん食堂ハイカラ 長崎県佐世保市下京町7-12 0956-22-6666 料飲

県北 鉄板ダイニングなかしま 佐世保市天満町2-17 0956-76-7602 料飲

県北 肉のいなりや 平戸市田平町里免243-3 0950-57-2988 販売

県北 シェ　オリーブ 佐世保市島地町1-17 太陽ストリート101 0956-23-8935 料飲

県北 国際観光ホテル　旗松亭 平戸市大久保町2520 0950-22-3191 ホテル

県北 本格炭火焼肉　閃 佐世保市大塔町1730-15 0956-59-8908 料飲

県北 多菜房こが 佐世保市萩坂町1764-1 0956-59-2863 料飲

県北 株式会社　丸宮商店 佐世保市宇久町平3104-46 0959-57-2066 販売

県北 ステーキハウス　らんぷ 佐世保市山県町3-23 0956-23-2334 料飲

県北 ながさき西海農業協同組合大島支店　Aコープ大島店 平戸市大島村神浦188-1 0950-55-2541 販売

県北 クラージュ 長崎県佐世保市山祇町183 0956-34-5313 料飲

県北 エレナ　山祇店 長崎県佐世保市山祇町329-4 0956-33-4005 販売

県北 エレナ　吉岡店 長崎県佐世保市吉岡町1818 0956-40-9880 販売

県北 エレナ　名切店 長崎県佐世保市名切町2-38 0956-24-3537 販売

県北 エレナ　相生店 長崎県佐世保市相生町2-5 0956-22-5551 販売

県北 エレナ　京坪店 長崎県佐世保市京坪町5-10 0956-29-3300 販売

県北 エレナ　天神店 長崎県佐世保市天神町1201-1 0956-59-6111 販売

五島 （有）つばき屋 五島市三井楽町濱ノ畔1218-1 0959-84-2789 販売

五島 JAごとう　Aコープ浦桑店 南松浦郡新上五島町浦桑郷1375-1 0959-54-2500 販売

五島 JAごとう　Aコープ若松店 南松浦郡新上五島町若松郷239 0959-46-3710 販売

五島 ｴﾚﾅＦＣ福江店 五島市東浜町3-3-3 0959-74-0077 販売

五島 ダイキョウビッグバリュー福江店 五島市籠渕町2163 0959-74-2152 販売

五島 産直市場　五島がうまい 五島市籠渕町2450-1 0959-88-9933 販売

五島 エレナ　上五島店 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷2338-1 0959-52-2234 販売

五島 エレナ　有川店 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2630-1 0959-43-0266 販売

壱岐 エル三和　壱岐店 壱岐市郷ノ浦町東触567-2 ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾘｭｰｲﾁﾔﾏ内 0920-47-3343 販売

壱岐 アグリプラザ四季菜館 壱岐市郷ノ浦町東触560 0920-47-6929 販売

壱岐 エレナＦＣ壱岐郷ノ浦店 壱岐市郷ノ浦町東触784 0920-47-1147 販売

壱岐 ビューホテル壱岐 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦401 0920-47-0567 ホテル

壱岐 国民宿舎壱岐島荘 壱岐市勝本町立石西触101番地 0920-43-0124 ホテル

壱岐 パンプラス本店 壱岐市郷ノ浦町釘山触628 0920-40-0195 販売

壱岐 Panplus Core 壱岐店 壱岐市郷ノ浦町東触568-1　スーパーバリューイチヤマ本店内 0920-47-0022 販売

対馬 対馬久兵衛商店 対馬市上対馬町比田勝955 0920-86-3522 販売

対馬 対馬久兵衛食堂 対馬市上対馬町比田勝955 0920-86-3522 料飲

関東 ㈱しまむら　田村店 神奈川県平塚市田村1-8-9 0463-54-5621 販売

関東 ㈱しまむら　すみれ平店 神奈川県平塚市菫平11-13 0463-37-5050 販売

関東 ㈱しまむら　平塚駅前店 神奈川県平塚市八重咲町4-22 0463-23-2937 販売

関東 レストラン　フォレスト 東京都目黒区自由が丘1-16-13 03-3717-3001 料飲

関東 日比谷松本楼 東京都千代田区日比谷公園1-2 03-3503-1451 料飲

関東 五島　伊勢丸 東京都中央区日本橋茅場町2-3-9 ハヤオビル2F 03-5652-1775 料飲

関東 立喰い焼肉　治郎丸 東京都新宿区歌舞伎町1-26-3 1F 03-6380-3292 料飲

関東 清武 東京都渋谷区松濤1-29-2　松濤スクエアビル B1 03-6455-0064 料飲
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関東 ライフ　セントラルスクエア押上駅前店 東京都墨田区押上1-10-3 03-3622-2320 販売

関東 ライフ　深川猿江店 東京都江東区猿江2-16-8 03-5600-3380 販売

関東 ライフ　錦糸町駅前店 東京都墨田区錦糸2-2-1 03-5608-8251 販売

関東 ライフ　大崎ニューシティ店 東京都品川区大崎1-6-4　5号館 03-5434-3202 販売

関東 セントラルスクエア恵比寿 ガーデンプレイス店 東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイス　センタープラザB2 03-5807-5157 販売

関東 小川畜産食品株式会社 東京都大田区京浜島1-4-1 03-3790-5160 卸

関東 日本橋 長崎館 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル1階 03-6262-5352 販売

関東 檪（あじいちい） 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアB1F 050-5571-9153 料飲

関東 長崎トルコライス食堂 東京都千代田区神田練塀町8-2 03-6206-9223 料飲

関東 FuGuBuTaSaKaBa 長崎居酒屋　ふぐぶた酒場 東京都目黒区上目黒3－32－5　カーサデラソル1階B 03-6712-2833 料飲

関西 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ深阪 堺市中区伏尾356-2 072-277-5141 販売

関西 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ若江 大阪府東大阪市若江東町3-4-43 06-6732-4661 販売

関西 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ城山 大阪府羽曳野市古市7-10-5 072-950-0200 販売

関西 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ和泉中央 大阪府和泉市いぶき野4-5-19 0725-51-7720 販売

関西 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ久米田 大阪府岸和田市小松里町912-1 072-443-5008 販売

関西 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ貝塚 大阪府貝塚市津田北町28-1 072-431-1970 販売

関西 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ泉佐野 大阪府泉佐野市市場西3-2-45 072-488-7126 販売

関西 阪急オアシス　池田店 大阪府池田市呉服町1-1-B-140 0727-53-0054 販売

関西 阪急オアシス　箕面店 大阪府箕面市瀬川5-1-1 0120-807337 販売

関西 阪急オアシス　御影店 神戸市東灘区御影中町3-2-1　御影ｸﾗｯｾ１階 078-845-3223 販売

関西 あまがさき阪神デイリーマート 兵庫県尼崎市潮江1-3-1 06-6498-9500 販売

関西 焼肉　薩摩 大阪府茨木市玉櫛2-22-16 072-633-1523 料飲

関西 焼肉　福福　京橋店 大阪市都島区東野田町1-15-14 06-6351-2988 料飲

関西 奈良健康ランド　焼肉　炎家 奈良県天理市嘉幡町600-1 0743-64-1126 料飲

関西 壱岐島 大阪市北区西天満2-10-2 050-5799-0518 料飲

関西 （株）ジャパンウエスト 大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場本場 関連棟49 06-6469-7058 販売

関西 株式会社森田商店(インターネット販売：セゾンブシェ) 大阪府松原市南新町3-7-11 072-331-0229 卸、販売

関西 HEAVEN'S KITCHEN plus 甲東園店 兵庫県西宮市松籟荘10-9　ブレ甲東園1F 0798-54-2245 料飲

関西 IL grazie（イルグラッチェ） 兵庫県宝塚市中筋５丁目１５－１ 0797-88-3305 料飲

関西 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝店 大阪府堺市中区大野芝町23-1 072-290-7678 販売

関西 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ岸和田店 大阪府岸和田市北町18-1 072-447-6880 販売

関西 大阪いずみ市民生活協同組合　コープいこらも～る泉佐野店 大阪府泉佐野市下瓦屋2丁目2-77 072-493-2001 販売

関西 パンプラスCONNECT京都円町店 京都府京都市中京区西ノ京西鹿垣町63-1F 075-468-1712 販売

関西 Harves　上本町店 大阪市天王寺区上本町六丁目5番13号 06-6773-8401 販売

関西 近商ストア　東花園店 大阪府東大阪市吉田6丁目1－2 072-963-3451 販売

関西 Harves　はびきの店 大阪府羽曳野市軽里1丁目10ー5 072-957-7741 販売

関西 近商ストア　近鉄プラザ古市店 大阪府羽曳野市栄町7番1号 072-958-1281 販売

関西 近商ストア　天美店 大阪府松原市天美南3丁目65番地の3 072-333-5571 販売

関西 近商ストア　松原店 大阪府松原市上田3－6－1  ゆめニティ松原内 072-330-2701 販売

関西 Harves　木津川台店 京都府木津川市木津川台1丁目12番1号 0774-73-6460 販売

関西 近商ストア　学園前店 奈良市学園北1丁目10番1号 0742-44-5222 販売

関西 Harves　あやめ池店 奈良市あやめ池北1－37ー10 0742-48-6701 販売

関西 近商ストア　高の原店 奈良市右京1ー3ー4  サンタウンすずらん館内 0742-71-6521 販売

関西 近商ストア　新生駒店 奈良県生駒市北新町10番36－101号 0743-73-0178 販売

関西 近商ストア　白庭台店 奈良県生駒市白庭台3丁目14番1号 0743-78-2045 販売

関西 Harves　大和郡山店 奈良県大和郡山市高田町92－14 0743-53-3311 販売

関西 近商ストア　大和高田店 奈良県大和高田市片塩町12番20号 0745-25-0502 販売

関西 Harves　五位堂店 奈良県香芝市瓦口2227 0745-78-1581 販売

関西 近商ストア　近鉄プラザ真美ヶ丘店 奈良県北葛城郡広陵町馬見中4丁目1番1号エコールマミ内 0745-54-5000 販売

九州・山口 （株）一ノ瀬畜産 嬉野市塩田町大字久間乙2577-1 0954-66-5529 卸

九州・山口 大阿蘇ハム（株）ミートセンター 熊本市御領6-6-6 096-380-4040 卸

九州・山口 ダイキョウ食品株式会社　川棚店 山口県下関市豊浦町大字川棚藤ケ溝6827 083-772-3999 販売

九州・山口 ダイキョウ食品株式会社　新下関店 山口県下関市大字石原316番地 083-256-5488 販売

九州・山口 ダイキョウ食品株式会社　ひびきの店 北九州・山口市若松区ひびきの南1丁目1-105 093-693-5600 販売

九州・山口 ミートフーズ　華松 佐賀県三養基郡上峰町大字堤三本松3305-4 0952-97-8358 販売

九州・山口 利花苑　大名本店 福岡市中央区大名2-3-12 092-752-8833 料飲

九州・山口 利花苑　中州明治通り店 福岡市博多区中洲4丁目7-13 092-273-2929 料飲

九州・山口 利花苑　中州店 福岡市博多区中洲2-1-11　1F 092-291-6521 料飲

九州・山口 焼肉処　華松 佐賀県三養基郡みやき町簑原3429 0942-94-3000 料飲

九州・山口 株式会社中村産業　北九州・山口営業所 北九州・山口市小倉北区末広2丁目3番7号 093-513-5678 卸
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九州・山口 岩崎本舗　マイング博多駅店 福岡市博多区博多駅中央街1-1　博多駅内　マイング名店街 092-292-3370 販売

九州・山口 和がや 福岡県北九州・山口市八幡西区養福寺1-1 093-644-0580 販売

九州・山口 おいしいお肉研究所未来屋多久店 佐賀県多久市北多久町小侍464番地　生鮮＆業務スーパー多久店内 0952-97-5256 販売

九州・山口 パンプラス福岡店 福岡県那珂川市片縄3丁目113　サニー那珂川店内 092-953-4071 販売

九州・山口 有限会社　九州・山口食肉産業 熊本県熊本市北区植木町味取324-1 096-273-2151 販売

九州・山口 エレナ　太良店 佐賀県藤津郡太良町多良1629-1 0954-67-2456 販売

九州・山口 エレナ　相知店 佐賀県唐津市相知町相知1959-13 0955-51-8100 販売

九州・山口 エレナ　塩田店 佐賀県嬉野市塩田町馬場下甲1748-4 0954-68-0155 販売


