熊本県産あさり販売協力店舗一覧（令和４年６月１０日時点）
〇県北エリア（68店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

荒尾漁協直売店

熊本県荒尾市荒尾27番地

マックスバリュ桜山店

熊本県荒尾市蔵満字東大清水2093-13

マックスバリュ荒尾店

熊本県荒尾市原万田字八反田630-1

ゆめタウンあらお

熊本県荒尾市緑ヶ丘一丁目1番1号

ゆめマート玉名

熊本県玉名市亀甲134番

株式会社魚さわ
合資会社

マルキョウ玉名店

岡崎商店

備考

熊本県玉名市岱明町大字野口197
熊本県山鹿市大字山鹿44

ゆめマート山鹿

熊本県山鹿市熊入町西田173

ゆめマート東山鹿

熊本県山鹿市古閑十三部1006-5

株式会社中尾鮮魚 ザ・ビッグ

山鹿店

有限会社原口商店

熊本県山鹿市方保田鳥越3462-1
熊本県阿蘇市一の宮町宮地2276-3

有限会社渡辺水産

阿蘇魚市場

熊本県阿蘇市内牧1943-5

マックスバリュ永江団地店

熊本県合志市幾久富1866-1395

株式会社上田商店 合志物産館志来菜彩店

熊本県合志市竹迫2292アンビー熊本

イオン大津ショッピングプラザ

熊本県菊池郡大津町大字室１３７

マックスバリュ光の森店

熊本県菊池郡菊陽町光の森5丁目14-1

ゆめタウン光の森

熊本県菊池郡菊陽町光の森七丁目33番地1

ゆめマート菊陽

熊本県菊池郡菊陽町津久礼字廣街道2464番地

株式会社中尾鮮魚 ザ・ビッグ

菊陽店

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2747-3

株式会社丸将

HIヒロセ スーパーコンボ菊陽店

熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼2527番地2

株式会社商和

HIヒロセ スーパーコンボ大津店

熊本県菊池郡大津町683-1

鮮ど市場荒尾店

熊本県荒尾市大島1-1

マルエイ八幡台店

熊本県荒尾市八幡台２丁目6-1

有限会社さん市水産 ダイレックス荒尾店

熊本県荒尾市大島町3丁目430-1

有限会社さん市水産 ダイレックスグリーンランド店

熊本県荒尾市荒尾4186-1

ロッキー玉名店

熊本県玉名市大倉1582

ロッキー玉名中央店

熊本県玉名市山田2082-1

鮮ど市場玉名店

熊本県玉名市六田20-1

マルエイ横島店

熊本県玉名市横島町横島3858

マルエイ天水店

熊本県玉名市天水町小天7196-1

マルエイ伊倉店

熊本県玉名市片諏訪字雲取川275

マルエイ岩崎店

熊本県玉名市岩崎71-1

マルエイ築地店

熊本県玉名市築地2016-1

ロッキー鹿本店

熊本県山鹿市鹿本町中富字福島52

福和水産株式会社

ダイレックス東山鹿店

黒潮市場鹿本店

熊本県山鹿市方保田2870番地1
熊本県山鹿市鹿本町来民715

ロッキー菊池店

熊本県菊池市大琳寺267

福和水産株式会社

ダイレックス菊池店

熊本県菊池市大字隈府808番地

福和水産株式会社

ダイレックス阿蘇店

熊本県阿蘇市内牧1065-1

スーパーマーケットみやはら

内牧店

熊本県阿蘇市一の宮町宮地1983-3

スーパーマーケットみやはら

一の宮店

熊本県阿蘇市内牧966

コープ合志

熊本県合志市幾久富1909-528

三河屋スーパー

御代志店

熊本県合志市御代志1665-305

ロッキー長洲店

熊本県玉名郡長洲町長洲字上外濱2917

マルエイ玉東店

熊本県玉名郡玉東町稲佐281

マルエイ長洲店

熊本県玉名郡長洲町腹赤15-1

マルエイ六栄店

熊本県玉名郡長洲町宮野340-1

ロッキー新地店

熊本県菊池郡菊陽町花立3-7-1

鮮ど市場菊陽店

熊本県菊池郡菊陽町杉並台2-11-5

鮮ど市場大津店

熊本県菊池郡大津町引水156-1

福和水産株式会社

ダイレックス大津店

熊本県菊池郡大津町大字大津1286-1

株式会社魚恵

ファーマーズマーケット夢大地館店

熊本県山鹿市鹿央町千田2950-1

株式会社魚恵

夢大地食菜館本店

熊本県山鹿市熊入町139-1

株式会社魚恵

ニューヤマザキデイリーストアかほく店

熊本県山鹿市鹿北町岩野130-1

株式会社魚恵

ヤマザキYショップJA鹿本岳間取次店

熊本県山鹿市鹿北町多久1383-3

株式会社魚恵

ヤマザキYショップ内田店

熊本県山鹿市菊鹿町上内田584-1

株式会社魚恵

ヤマザキYショップJA鹿本菊鹿店

熊本県山鹿市菊鹿町下内田390

キャニオンスーパービッグミカエル

熊本県菊池市片角２９０

スーパーミカエル 大津店

熊本県菊池郡大津町室９６３

スーパーミカエル 山鹿店

熊本県山鹿市山鹿７５４−１

スーパーミカエル 新地店

熊本県菊池郡菊陽町花立３丁目９−１

アキラ鮮魚株式会社 マックスバリュみずき台店

熊本県合志市須屋3547

新鮮市場 菊池店

熊本県菊池市野間口554-1

マイライフPlus 山鹿店

熊本県山鹿市古閑1027-1

特産品センター なんかん いきいき村

熊本県玉名郡南関町関町419-1

ユーマートトクナガ 長洲店

熊本県玉名郡長洲町大字長洲2720

今回追加

クラッシーノ・マルシェ

熊本県合志市野々島2438-１

今回追加

ザ・ファクトリーニシムタ 熊本合志店

熊本県合志市竹迫2285

今回追加

〇県央エリア（143店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

生駒鮮魚

熊本県熊本市中央区手取本町6-1 鶴屋百貨店地下2階

丸福水産 鶴屋百貨店

熊本県熊本市中央区手取本町6-1 鶴屋百貨店地下2階

海宝水産

フーディワン浜線店

熊本県熊本市南区田迎5丁目16-16

丸福水産

フーディワン御領店

熊本県熊本市東区御領1丁目12-25

丸福水産

フーディワン楠店

熊本県熊本市北区楠3丁目10-30

勝栄

フーディワン新大江店

熊本県熊本市中央区新大江3丁目4-20

イワサキACE 上熊本店

熊本県熊本市西区上熊本2丁目16-10

イワサキACE JR上熊本駅店

熊本県熊本市西区上熊本2丁目18-1

イワサキACE 田迎店

熊本県熊本市南区出仲間7丁目3-35

イワサキACE 新南部店

熊本県熊本市東区新南部2丁目1-97

イワサキACE 川尻店

熊本県熊本市南区野田2丁目28-18

イワサキACE 島崎店

熊本県熊本市中央区島崎1丁目29-6

魚勢

熊本県熊本市東区花立2丁目3-11

魚勢ダイキ東町店

熊本県熊本市東区東町2丁目1-15

魚勢ダイキ本山店

熊本県熊本市中央区本山町143-1

萩原センター 萩原店

熊本県熊本市中央区萩原町7-40

萩原センター 八王子店

熊本県熊本市中央区八王寺町32-1

有限会社芦光

熊本県熊本市中央区島崎1丁目9-3

池上鮮魚店

熊本県熊本市中央区大江3丁目7-1

家富鮮魚店

熊本県熊本市南区川尻3丁目11-38

さかや屋 えうら

熊本県熊本市北区高平2丁目19-29

藤原鮮魚店

熊本県熊本市東区若葉1丁目13-5

日岸鮮魚

熊本県熊本市中央区坪井1丁目9-17

内田鮮魚

熊本県熊本市中央区新町4丁目1-15

イオン熊本中央店

熊本県熊本市中央区大江４-２-１

マックスバリュ田崎店

熊本県熊本市西区田崎町字下寄３８０番地

マックスバリュ西熊本店

熊本県熊本市南区島町三丁目1番1号

マックスバリュ熊本北店

熊本県熊本市北区津浦町31番10号

マックスバリュ新戸島店

熊本県熊本市東区戸島西5丁目1番16号

マックスバリュ新託麻店

熊本県熊本市東区小山2丁目13番60号

マックスバリュサンロードシティ熊本店

熊本県熊本市東区東町3丁目3-3

マックスバリュ長嶺店

熊本県熊本市東区長嶺南3丁目1-25

マックスバリュ国府店

熊本県熊本市中央区国府3丁目28-32

マックスバリュ内坪井店

熊本県熊本市中央区内坪井町1番83号

マックスバリュ御幸笛田店

熊本県熊本市南区御幸笛田4丁目4-10

ＣＯＣＯＳＡ

熊本県熊本市中央区下通1丁目3番8号

Ｂ１

マックスバリュ神水店

熊本県熊本市中央区神水2丁目11番16号

マックスバリュ帯山店

熊本県熊本市中央区帯山4丁目2番85号

ゆめタウンはません

熊本県熊本市南区田井島一丁目2番1号

ゆめタウンサンピアン

熊本県熊本市東区上南部二丁目2番2号

ゆめマート田崎

熊本県熊本市西区田崎二丁目5番1号

ゆめマート大江

熊本県熊本市中央区大江三丁目2番40号

ゆめマート城山

熊本県熊本市西区城山下代2丁目5-7

ゆめマート清水

熊本県熊本市北区高平２丁目２５－１０

ゆめマート水前寺駅

熊本県熊本市中央区水前寺１丁目４－８

ゆめマート武蔵ヶ丘

熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘1-4-5

ゆめマート龍田

熊本県熊本市北区龍田8-15-75

ゆめマートえづ

熊本県熊本市中央区出水4-39-28

ゆめマート帯山

熊本県熊本市中央区三郎1-1-3

ゆめマート熊本新町

熊本県熊本市中央区新町2-12-21

ゆめマート長嶺

熊本県熊本市東区月出8-1-17

ゆめマート九品寺

熊本県熊本市中央区九品寺3-17-17

ゆめマート近見

熊本県熊本市南区近見1-3-5

ゆめマート島崎

熊本県熊本市西区島崎2-12-1

ゆめマート新外

熊本県熊本市東区新外2-6-6

川口漁業協同組合

熊本県熊本市南区川口町3013-4

イワサキACE 花園店

熊本県熊本市西区花園5丁目7-1

イワサキACE 琴平店

熊本県熊本市中央区琴平本町7-1

イワサキACE 並木坂店

熊本県熊本市中央区上林町1-25上通第一ビル1F

合資会社古閑鮮魚 マルショク健軍店

熊本県熊本市東区若葉1-34-1

合資会社古閑鮮魚 マルショク江津店

熊本県熊本市東区江津4-4-1

合資会社古閑鮮魚 サンリブシティくまなん店

熊本県熊本市中央区平成3-23-30

株式会社上田商店 ダイレックス九品寺店

熊本県熊本市中央区九品寺3-16-50

株式会社中尾鮮魚 ザ・ビッグエクスプレス

新土河原店

熊本県熊本市西区新土河原1-2-20

株式会社中尾鮮魚 ザ・ビッグエクスプレス

川尻店

熊本県熊本市南区八幡7-5-1

株式会社中尾鮮魚 ザ・ビッグ

熊本南店

熊本県熊本市南区十禅寺3-4-11

株式会社中尾鮮魚 ザ・ビッグ

桜木店

熊本県熊本市東区花立3-4-1

魚屋大ちゃん

熊本県熊本市南区南高江2-11-10

有限会社高見鮮魚店

ダイレックス萩原店

有限会社やまもと鮮魚
鮮魚・青果

you＋youくまもと農畜産物市場

荒川食料品店

熊本県熊本市中央区萩原町4-31
熊本県熊本市北区高平2-25-57
熊本県熊本市中央区新町2-4-9

有限会社蘭野鮮魚

マルショク長嶺店

熊本県熊本市東区御領1丁目8-48

有限会社蘭野鮮魚

マルショク白藤店

熊本県熊本市南区白藤3丁目290-2

備考

中野鮮魚株式会社
シトラス店

協同組合

河内ショッピングセンター

熊本県熊本市西区河内町船津2032-4

株式会社商和

HIヒロセ スーパーコンボ田崎市場通り店

熊本県熊本市西区上代1丁目21-557

株式会社商和

スーパー・キッド楠店

熊本県熊本市北区楠7丁目8-10

株式会社商和

スーパー・キッド野中店

熊本県熊本市西区野中3丁目4-22

株式会社商和

スーパー・キッド熊本駅前店

熊本県熊本市西区春日2丁目10-24

ウエルシア麻生田店

熊本県熊本市北区麻生田２丁目4-10

田口鮮魚店

熊本県熊本市西区出町1-9-101

一光水産

熊本県熊本市西区田崎町484

株式会社魚さわ

マルキョウ植木店

えびす会通り

熊本県熊本市北区植木町岩野266-5

マックスバリュ宇土店

熊本県宇土市水町50番1

ゆめマート宇土

熊本県宇土市善道寺町字綾織95

株式会社丸将

熊本県宇土市善道寺町綾瀬95

宇土シティモール店

湊鮮魚

熊本県宇城市三角町三角浦1160-159

天龍水産

熊本県宇城市三角町三角浦1160-179

ゆめマート三角

熊本県宇城市三角町三角浦1159-127

株式会社中尾鮮魚 イオンモール宇城店

熊本県宇城市小川町河江1-1

波呂鮮魚

熊本県宇城市不知火町御領710-1

マルショク松橋駅前店

株式会社魚さわ

ゆめマート三角店

熊本県宇城市三角町三角浦1159-127

森フーズ株式会社

熊本県上益城郡益城町杉堂938-18

他力鮮魚

熊本県上益城郡山都町馬見原70

有限会社 甲斐鮮魚

熊本県上益城郡甲佐町岩下61

イオン熊本店

熊本県上益城郡嘉島町大字上島宇長池２２３２

有限会社蘭野鮮魚
株式会社商和

ダイレックス御船店

HIヒロセ スーパーコンボ嘉島上島店

熊本県上益城郡御船町辺田見182-1
熊本県上益城郡嘉島町上島2016

ロッキー植木店

熊本県熊本市北区植木町植木133-1

ロッキー川尻店

熊本県熊本市南区八幡7-1-28

ロッキー御領店

熊本県熊本市東区御領2-7-28

ロッキー水前寺店

熊本県熊本市中央区水前寺2-4-15

ロッキー島崎店

熊本県熊本市西区島崎2-16-33

ロッキー本山店

熊本県熊本市中央区世安町378-4

ロッキー佐土原店

熊本県熊本市東区山ノ神1-1-60

ロッキー徳王店

熊本県熊本市北区大窪2-2-28

ロッキー清水店

熊本県熊本市北区清水本町11-11

ロッキー坪井店

熊本県熊本市中央区坪井5丁目1-47

鮮ど市場本店

熊本県熊本市東区尾ノ上2-22-15

鮮ど市場東部店

熊本県熊本市東区戸島西2-3-70

鮮ど市場飛田店

熊本県熊本市北区飛田4-9-125

鮮ど市場白藤店

熊本県熊本市南区白藤4-5-8

マルエイ熊本北部店

熊本県熊本市北区四方寄町1674-1

マルエイ植木店

熊本県熊本市北区植木町大和32-13

マルエイ近見店

熊本県熊本市南区近見８丁目6-95

ハーモニー尾ノ上店

熊本県熊本市東区尾ノ上１丁目35-11

株式会社渡海

熊本県熊本市北区飛田町3丁目8番45号

HIヒロセ スーパーコンボ飛田店

福和水産株式会社

ダイレックス植木店

熊本県熊本市北区植木町滴水13番地1

コープ春日

熊本県熊本市西区春日7-27-60

コープ尾ノ上

熊本県熊本市東区尾ノ上4丁目17-35

森田鮮魚

熊本県熊本市西区小島下町4684-2

有限会社さん市水産 エムマート八景水谷店

熊本県熊本市北区八景水谷2丁目2番10号

有限会社さん市水産 ムサシプラザ店

熊本県熊本市北区武蔵ケ丘5丁目12番1号

フードプラザにしだ城南店

熊本県熊本市南区城南町東阿高18-1

黒潮市場龍田店

熊本県熊本市北区龍田1丁目2-16

黒潮市場花立店

熊本県熊本市東区花立5丁目9-18

スーパーマーケットみやはら

東バイパス店

熊本県熊本市東区御領3丁目477-1

スーパーマーケットみやはら

下通店

熊本県熊本市中央区下通2丁目2-30

スーパーマーケットみやはら

みやはらZ南熊本店

熊本県熊本市中央区萩原町2-1

有限会社こざき会館 白浜店

熊本県熊本市西区河内町白浜924

鮮ど市場宇城店

熊本県宇城市松橋町豊福1683-1

マルエイ松橋店

熊本県宇城市松橋町きらら3丁目1-2

株式会社渡海

熊本県宇城市松橋町曲野3388-2

HIヒロセ スーパーコンボ松橋店

有限会社藤本鮮魚 ゆめマート松橋店

熊本県宇城市松橋町松橋878-1

ロッキー甲佐店

熊本県上益城郡甲佐町仁田子461

鮮ど市場嘉島店

熊本県上益城郡嘉島町大字鯰1887-2

マルエイ甲佐店

熊本県上益城郡甲佐町豊内640

マルエイ御船店

熊本県上益城郡御船町御船1041-1

株式会社渡海

熊本県上益城郡嘉島町鯰1792-1

HIヒロセ スーパーコンボ嘉島店

黒潮市場益城店

熊本県上益城郡益城町惣領1415

アキラ鮮魚株式会社 スーパー・キッド田井島店
株式会社おさかなセンター魚光
センター店

熊本県熊本市南区田井島2丁目3-28

協同組合西部ショッピング 熊本県熊本市西区城山半田1丁目2番25号

今回追加

有限会社 村岡鮮魚

熊本県熊本市西区八島町726番地9

今回追加

西里鮮魚

熊本県熊本市中央区九品寺一丁目18-5

今回追加

〇県南エリア（46店舗）
販売協力店名
一魚一恵

販売協力店住所
熊本県八代市鏡町鏡村917

備考

満崎鮮魚

熊本県八代市萩原町2-9-6

イオン八代ショッピングセンター

熊本県八代市沖町六番割３９８７-３

マックスバリュ八代店

熊本県八代市本町３丁目１番２９号

ゆめタウン八代

熊本県八代市建馬町3番1号

ゆめマート鏡

熊本県八代市鏡町内田275-1

ゆめマート八代高田

熊本県八代市本野町西道善寺2301-1

一魚一恵

熊本県八代市植柳上町911

フレッシュみずもと店

株式会社魚さわ

本店

熊本県八代市海士江町2660-12

株式会社魚さわ

フードプラザにしだ海士江店

熊本県八代市海士江町2910

ゆめマート人吉

熊本県人吉市上薩摩瀬町園田880

株式会社魚さわ

イスミ本店

熊本県人吉市九日町87

株式会社魚さわ

イスミインター店

熊本県人吉市鬼木町600

ゆめマート多良木

熊本県球磨郡多良木町多良木1385-2

株式会社魚さわ

イスミ錦店

熊本県球磨郡錦町一武1950-1

株式会社魚さわ

ハロー免田店

熊本県球磨郡あさぎり町免田東3156-1

二見漁業協同組合組合員

-

八代漁業協同組合組合員

-

竜北漁業協同組合

熊本県八代郡氷川町網道969-12

氷川町竜北物産館

熊本県八代郡氷川町大野875番地3

ロッキー八代古閑中店

熊本県八代市古閑中町2413-4

関鮮魚有限会社

熊本県八代市緑町8-1

アーバン緑町店

フードプラザにしだ日置店

熊本県八代市上日置町2237-1

フードプラザにしだ高島店

熊本県八代市高島町4128-1

フードプラザにしだ高田店

熊本県八代市本野町513-1

ロッキー人吉店

熊本県人吉市瓦屋町字典子1713-1

鮮ど市場人吉店

熊本県人吉市瓦屋町1861-1

ロッキー水俣古賀店

熊本県水俣市古賀町2-2-26

ロッキー水俣南福寺店

熊本県水俣市南福寺49-1

水光社本店

熊本県水俣市古賀町1-1-1

エムズシティ食彩館

熊本県水俣市大黒町2-3-18

コープ陣内店

熊本県水俣市古城2-1-43

コープ八幡店

熊本県水俣市築地1-32

コープ港町店

熊本県水俣市百間町1-6-20

ロッキー芦北店

熊本県芦北郡芦北町大字芦北2276

コープ津奈木店

熊本県芦北郡津奈木町岩城15-1

有限会社さん市水産 Aコープさがら店

熊本県球磨郡相良村深水1240

有限会社さん市水産 Aコープなかくま店

熊本県球磨郡あさぎり町免田東1482-3番地

有限会社さん市水産 Aコープたらぎ店

熊本県球磨郡多良木町多良木2741-2

有限会社さん市水産 Aコープゆのまえ店

熊本県球磨郡湯前町上里1846-1

有限会社さん市水産 ダイレックス錦町店

熊本県球磨郡錦町大字西3603番地

有限会社橋口鮮魚

熊本県八代市本町1丁目7-59

マルショク八代店

千丁漁業協同組合

熊本県八代市千丁町古閑出2975番地8

夢彩館あんじぇらす 松崎店

熊本県八代市松崎町782

今回追加

生鮮広場TOP 海士江店

熊本県八代市海士江町2720-2

今回追加

スーパーセンターニシムタ 人吉店

熊本県人吉市下林町字下大坪122-1

今回追加

〇天草エリア（6店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

イオン天草ショッピングセンター

熊本県天草市亀場町食場後山下740

ゆめマート牛深

熊本県天草市牛深町大池田1545-5

ゆめマート松島

熊本県上天草市松島町大字合津7915-21

ロッキー本渡店

熊本県天草市亀場町食場970

ロッキー牛深店

熊本県天草市久玉町5712-4

ロッキー佐伊津店

熊本県天草市佐伊津町760-1

備考

〇福岡エリア（119店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

ゆめタウン遠賀

福岡県遠賀郡遠賀町松の本一丁目1-1

ゆめタウン筑紫野

福岡県筑紫野市針摺東三丁目3-1

ゆめタウン行橋

福岡県行橋市西宮市三丁目8-1

ゆめタウン大川

福岡県大川市大字上巻字野口430-1

ゆめマート赤間

福岡県宗像市田久二丁目1-1

ゆめタウン博多

福岡県福岡市東区東浜一丁目1-1

ゆめタウン八女

福岡県八女市蒲原988-28

ゆめタウン大牟田

福岡県大牟田市旭町二丁目28-1

ゆめタウン久留米

福岡県久留米市新合川一丁目2-1

ゆめマートうきは

福岡県うきは市吉井町千年153

ゆめマート小倉東

福岡県北九州市小倉南区上葛原一丁目14-11

ゆめマート新宮

福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜四丁目18-1

ゆめモール柳川

福岡県柳川市三橋町蒲船津1408-6

ゆめモール筑後

福岡県筑後市前津土地区画整理事業区域内10画地

ゆめタウン南行橋

福岡県行橋市北泉三丁目3-3

ゆめマート福津

福岡県福津市中央六丁目17-1

ゆめマート城野

福岡県北九州市小倉南区城野一丁目12-10

ゆめマート青山

福岡県北九州市八幡西区青山三丁目2-46

ゆめマート 永犬丸

福岡県北九州市八幡西区八枝1-2-7

ゆめマート 本城

福岡県北九州市八幡西区御開4-8-1

ゆめマート 上津

福岡県久留米市本山2-8-12

ゆめマート 花瀬

福岡県飯塚市大字花瀬字赤坂168-2

ゆめマート 稲築

福岡県嘉麻市岩崎1480-1

ゆめマート 若園

福岡県北九州市小倉南区若園1-6-18

ゆめマート 東折尾

福岡県北九州市八幡西区友田3-9-10

ゆめマート 津屋崎

福岡県福津市津屋崎7-14-31

ゆめマート 行橋

福岡県行橋市中津熊285-1

ゆめマート 大刀洗

福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋字十の江606-1

ゆめマート 香月西

福岡県北九州市八幡西区香月西3-1-1

ゆめマート 筥松

福岡県福岡市東区筥松3-3-14

ゆめマート 頓野

福岡県直方市大字頓野字焼本尊1830-1

ゆめマート 曽根

福岡県北九州市小倉南区沼本町4-2-1

ゆめマート 東門司

福岡県北九州市門司区東門司1-9-5

ゆめマート 門司

福岡県北九州市門司区柳町2-5-5

ゆめマート 朽網

福岡県北九州市小倉南区朽網西2-1-30

ゆめマート 恒見

福岡県北九州市門司区吉志1-3-11

イオン若松店

福岡県北九州市若松区二島1-3-1

イオン八幡東店

福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102

イオン直方店

福岡県直方市湯野原2-1-1

イオン福津店

福岡県福津市日蒔野6-16-1

イオン原店

福岡県早良区原6-27-52

イオンマリナタウン店

福岡県福岡市西区豊浜3丁目1-10

イオンショッパーズ福岡店

福岡県福岡市中央区天神4-4-11

イオン福岡店

福岡県粕屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1

イオン筑紫野店

福岡県筑紫野市立明寺434番地1

イオン香椎浜店

福岡県福岡市東区香椎浜3丁目12-1

イオン大野城店

福岡県大野城市錦町4-1-4

イオン福岡伊都店

福岡県福岡市西区北原1-2-1

イオンスタイル笹丘店

福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74

イオン大牟田店

福岡県大牟田市岬町3番4

イオン小郡店

福岡県小郡市大保字弓場110

イオン戸畑店

福岡県北九州市戸畑区汐井町２番２号

イオン福岡東店

福岡県糟屋郡志免町別府北２丁目１４－１

イオン乙金店

福岡県大野城市乙金三丁目２４番１号

イオン二日市店

福岡県筑紫野市二日市北２－２－１

イオン志摩店

福岡県糸島市志摩津和崎２９－１

イオン甘木店

福岡県朝倉市甘木３８０番地

イオン大木店

福岡県三潴郡大木町大字蛭池１２００番地

マックスバリュ上の原店

福岡県北九州市八幡西区上の原3丁目31-8

マックスバリュ本城店

福岡県北九州市八幡西区本城5丁目1番7号

マックスバリュ水巻店

福岡県遠賀郡水巻町頃末北4丁目3-30

マックスバリュ小倉愛宕店

福岡県北九州市小倉北区愛宕1丁目5-65

マックスバリュ門司西店

福岡県北九州市門司区上馬寄1丁目11-1

マックスバリュ真名子店

福岡県北九州市八幡西区真名子2丁目4-1

マックスバリュ黒崎店

福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1

マックスバリュ福間駅前店

福岡県福津市日蒔野1丁目１－１

マックスバリュ直方新入店

福岡県直方市大字下新入509番地9

マックスバリュくりえいと宗像店

福岡県宗像市くりえいと3丁目3番20号

マックスバリュ筥崎宮前店

福岡県福岡市東区馬出４丁目９番１５号

マックスバリュ新宮杜の宮店

福岡県糟屋郡新宮町杜の宮四丁目5番6号

マックスバリュ千早店

福岡県福岡市東区千早２丁目26－45

マックスバリュ香椎店

福岡県福岡市東区下原4丁目2番1号

マックスバリュ御笠川店

福岡県大野城市御笠川4丁目13-26

マックスバリュ周船寺西店

福岡県福岡市西区周船寺1丁目17

備考

マックスバリュ前原店

福岡県糸島市浦志1丁目5番2号

マックスバリュ篠栗店

福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字宮ノ下702番1

マックスバリュ次郎丸店

福岡県福岡市早良区次郎丸4丁目9番5号

マックスバリュ那珂川店

福岡県那珂川市松原1番20号

マックスバリュ下大利店

福岡県大城市下大利1丁目21番8号

マックスバリュ八女本町店

福岡県八女市本町五丁野2-61

マックスバリュ久福木店

福岡県大牟田市大字久福木287-3

マックスバリュ櫛原店

福岡県久留米市東櫛原町1122-1

マックスバリュ久留米西店

福岡県久留米市梅満町490 番11 号

マックスバリュ小郡七夕通り店

福岡県小郡市小板井字蓮輪102-1

マックスバリュ八女本村店

福岡県八女市本村545-1

エクスプレス片江店

福岡県福岡市城南区片江4丁目3番1号

エクスプレス南片江店

福岡県福岡市城南区南片江6丁目18-30

エクスプレス姪浜駅前店

福岡県福岡市西区内浜１丁目１番５号

エクスプレス筑紫駅前店

福岡県筑紫野市筑紫駅前通1丁目27-１

エクスプレス若草店

福岡県大野城市牛頸4丁目12-22

エクスプレスJR南福岡店

福岡県福岡市博多区寿町2丁目9-30

エクスプレス野芥店

福岡県福岡市早良区野芥4丁目45-61

エクスプレス内野店

福岡県福岡市早良区早良1丁目14-53

エクスプレス二日市店

福岡県筑紫野市二日市西2丁目10番1号

マックスバリュ三萩野店

福岡県北九州市小倉北区昭和町14-20

エクスプレス小倉駅店

福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1

マックスバリュ雑餉隈店

福岡県福岡市博多区竹丘町3-1-1

エクスプレス大橋店

福岡県福岡市南区大橋1-27-8

エクスプレス博多祇園店

福岡県福岡市博多区祇園町7-20

エクスプレス上白水店

福岡県春日市上白水4丁目5番地

エクスプレス港町店

福岡県福岡市中央区荒戸１丁目10番20号

エクスプレス井尻駅前店

福岡県福岡市南区井尻4丁目1番34号

エクスプレス千早駅前店

福岡県福岡市東区千早4丁目26番28号

エクスプレス大名店

福岡県福岡市中央区大名1丁目9-50

エクスプレス室住店

福岡県福岡市早良区小田部四丁目11番27号

エクスプレス大濠店

福岡県福岡市中央区黒門8番9号

エクスプレス今川店

福岡県福岡市中央区今川2丁目14番1号

エクスプレス徳力店

福岡県北九州市小倉南区徳力団地2-1

エクスプレス城野店

福岡県北九州市小倉南区城野3-8-26

エクスプレス八幡駅前店

福岡県北九州市八幡東区西本町4

エクスプレス博多駅南店

福岡県福岡市博多区博多駅南6-9-7

エクスプレス友丘店

福岡県福岡市城南区友丘2-3-8

エクスプレス干隈店

福岡県福岡市城南区干隈2-42-1

エクスプレス老司店

福岡県福岡市南区老司2-7-43

エクスプレス西新店

福岡県福岡市早良区西新4丁目8番8号

エクスプレス博多消防署通り店

福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目29番15号

エクスプレス住吉店

福岡県福岡市博多区住吉5-6-8

エクスプレス奈良屋町店

福岡県福岡市博多区奈良屋町2丁目

イオン野芥店

福岡県福岡市早良区野芥2-1-6

〇佐賀エリア（18店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

イオン佐賀店

佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉８７番地１

今回追加

イオン佐賀大和店

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺３５３５番

今回追加

イオン唐津店

佐賀県唐津市鏡字立神４６７１番地

今回追加

マックスバリュ基山店

佐賀県三養基郡基山町大字長野字年の森1018

今回追加

マックスバリュ鳥栖村田店

佐賀県鳥栖市村田町７０１－１

今回追加

マックスバリュ佐賀医大前店

佐賀県佐賀市鍋島2丁目17-1

今回追加

マックスバリュ巨勢店

佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島130番地1

今回追加

マックスバリュ尼寺店

佐賀県佐賀市大和町尼寺1477-4

今回追加

マックスバリュ若楠店

佐賀県佐賀市高木瀬西3丁目2-2

今回追加

マックスバリュ佐賀西店

佐賀県佐賀市八戸溝3丁目12-20

今回追加

マックスバリュ東与賀店

佐賀県佐賀市東与賀町大字田中530-11

今回追加

マックスバリュ南佐賀店

佐賀県佐賀市南佐賀1丁目8番1号

今回追加

マックスバリュ伊万里駅前店

佐賀県伊万里市新天町字中島480-1

今回追加

マックスバリュ有田店

佐賀県西松浦郡有田町南原甲45

今回追加

エクスプレス曽根崎店

佐賀県鳥栖市曽根崎町1641-１

今回追加

ゆめタウン佐賀

佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14-1

今回追加

ゆめタウン武雄

佐賀県武雄市武雄町大字武雄4992

今回追加

ゆめマートさが

佐賀県佐賀市与賀町78番地

今回追加

〇長崎エリア（29店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

ゆめタウン夢彩都

長崎県長崎市元船町10-1

今回追加

イオン東長崎店

長崎県長崎市田中町１０２７－８

今回追加

イオン大村店

長崎県大村市幸町２５－２００

今回追加

イオン大塔店

長崎県佐世保市大塔町１４－２

今回追加

イオン時津店

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５

今回追加

イオン長崎店

長崎県長崎市新地町３－１７

今回追加

イオンチトセピア店

長崎県長崎市千歳町５－１

今回追加

イオン壱岐店

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２

今回追加

イオン島原店

長崎県島原市弁天町1-7080-1

今回追加

マックスバリュ溝陸店

長崎県大村市溝陸町798-1

今回追加

マックスバリュ諫早西部台店

長崎県諫早市大さこ町300番

今回追加

マックスバリュ池野店

長崎県佐世保市松原町41-1

今回追加

マックスバリュ早岐店

長崎県佐世保市広田3丁目1-1

今回追加

マックスバリュ白岳店

長崎県佐世保市白岳町145-1

今回追加

マックスバリュ中里店

長崎県佐世保市上本山町1038

今回追加

マックスバリュ空港通り店

長崎県大村市古賀島町525-4

今回追加

マックスバリュ大村諏訪店

長崎県大村市上諏訪町814

今回追加

マックスバリュ諫早中央店

長崎県諫早市野中町648番地5

今回追加

マックスバリュ佐々店

長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-3

今回追加

マックスバリュ長与店

長崎県西彼杵郡長与町まなび野2丁目32-3

今回追加

マックスバリュメルクス長崎店

長崎県長崎市岩見町26-1

今回追加

マックスバリュ長崎インター店

長崎県諫早市多良見町市布1222-1

今回追加

マックスバリュ琴海店

長崎県長崎市琴海村松町714

今回追加

マックスバリュ時津店

長崎県西彼杵郡時津町日並郷字火篭１３２０番地１１０

今回追加

マックスバリュ矢上団地店

長崎県長崎市かき道3丁目1番10号

今回追加

マックスバリュ長与中央店

長崎県西彼杵郡長与町北陽台1-1-1

今回追加

マックスバリュ南長崎店

長崎県長崎市磯道町37番5号

今回追加

ＲＣみらい長崎ココウォーク店

長崎県長崎市茂里町1-55

今回追加

マックスバリュ梅田店

長崎県佐世保市梅田町2番2号

今回追加

〇大分エリア（23店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

ゆめタウン別府

大分県別府市楠町382-7

今回追加

ゆめタウン中津

大分県中津市蛭子町3丁目99

今回追加

ゆめマート日田

大分県日田市大字十二町岸高564番地-1

今回追加

ゆめマート中津

大分県中津市大字永添603

今回追加

イオン三光店

大分県中津市三光佐知１０３２番地

今回追加

イオン日田店

大分県日田市南元町１４－２２

今回追加

イオン高城店

大分県大分市高城西町２８番１号

今回追加

イオン光吉店

大分県大分市大字光吉８２５番地１

今回追加

イオン挾間店

大分県由布市挾間町北方７７番地

今回追加

イオンパークプレイス大分店

大分県大分市公園通り西２丁目１番

今回追加

マックスバリュ坂ノ市店

大分県大分市大字久原中央1丁目2番26

今回追加

マックスバリュ佐伯駅前店

大分県佐伯市駅前1丁目6-27

今回追加

マックスバリュ大在店

大分県大分市角子原1丁目12-22

今回追加

マックスバリュ猪野店

大分県大分市大字猪野字中原1248

今回追加

マックスバリュ高田店

大分県大分市大字下徳丸4

今回追加

マックスバリュ市浜店

大分県臼杵市市浜京泊708-1

今回追加

マックスバリュ桜坂店

大分県大分市大字牧1030-1

今回追加

マックスバリュ別府店

大分県別府市新港町4番39号

今回追加

マックスバリュ南下郡店

大分県大分市大字下郡3260番地

今回追加

マックスバリュ別府上原店

大分県別府市上原町9番3号

今回追加

マックスバリュ賀来店

大分県大分市賀来南3丁目4-46

今回追加

マックスバリュ湯布院店

大分県由布市湯布院町川上2924-1

今回追加

マックスバリュ南大分店

大分県大分市明磧町一丁目15番3号

今回追加

〇宮崎エリア（22店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

イオン日向店

宮崎県日向市大字日知屋字古田町６１－１

今回追加

イオン都城店

宮崎県都城市早鈴町１９９０番地

今回追加

イオン宮崎店

宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１

今回追加

イオン延岡店

宮崎県延岡市旭町２丁目２番地１

今回追加

イオン多々良店

宮崎県延岡市岡富町１５４番

今回追加

イオン都城駅前店

宮崎県都城市栄町４６７２－５

今回追加

イオン南宮崎店

宮崎県宮崎市大淀４－７－３０

今回追加

マックスバリュ宮崎駅東店

宮崎県宮崎市宮崎駅東3丁目1-2

今回追加

マックスバリュ橘通西店

宮崎県宮崎市橘通西4丁目4番8号

今回追加

マックスバリュ霧島店

宮崎県宮崎市霧島1丁目69

今回追加

マックスバリュ都北店

宮崎県都城市都北町5980

今回追加

マックスバリュ都城店

宮崎県都城市千町4351-2

今回追加

マックスバリュ高鍋店

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋1366-6

今回追加

マックスバリュ綾店

宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字郷鴫180

今回追加

マックスバリュ田野店

宮崎県宮崎市田野町甲2956-3

今回追加

マックスバリュ清武店

宮崎県宮崎市清武町正手2丁目37-8

今回追加

マックスバリュ南延岡店

宮崎県延岡市構口町2丁目204-7

今回追加

マックスバリュうきのじょう店

宮崎県宮崎市柳丸町167

今回追加

マックスバリュ岡富店

宮崎県延岡市中川原町2-4920

今回追加

マックスバリュ西都店

宮崎県西都市大字右松2140-1

今回追加

マックスバリュ島之内店

宮崎県宮崎市大字島之内字境田6353

今回追加

マックスバリュ木花台店

宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目3-1

今回追加

〇鹿児島エリア（20店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

イオン鹿児島店

鹿児島県鹿児島市東開町７

今回追加

イオン姶良店

鹿児島県姶良市西餅田２６４－１

今回追加

イオン隼人国分店

鹿児島県霧島市隼人町見次１２２９

今回追加

イオン鹿児島鴨池店

鹿児島県鹿児島市鴨池２－２６－３０

今回追加

イオンプラザ大島店

鹿児島県奄美市名瀬小浜町２３－１

今回追加

イオン鹿児島中央店

鹿児島県鹿児島市中央町１０番

今回追加

マックスバリュエクスプレス末吉店

鹿児島県曽於市末吉町二之方6032-1

今回追加

マックスバリュ武岡店

鹿児島県鹿児島市武岡1丁目115-1

今回追加

マックスバリュ花野団地店

鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘2丁目49番2号

今回追加

マックスバリュ上荒田店

鹿児島県鹿児島市上荒田町39番30号

今回追加

マックスバリュ笠之原店

鹿児島県肝属郡肝付町富山1012-1

今回追加

マックスバリュ西原店

鹿児島県鹿屋市今坂町10118-23

今回追加

マックスバリュ鹿屋寿店

鹿児島県鹿屋市寿3丁目13-39

今回追加

マックスバリュリナシティかのや店

鹿児島県鹿屋市大手町1番1-1101

今回追加

マックスバリュエクスプレス松木店

鹿児島県霧島市国分中央5丁目20番52号

今回追加

マックスバリュ国分店

鹿児島県霧島市国分中央1丁目27番5号

今回追加

マックスバリュオプシアミスミ店

鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目3-5

今回追加

マックスバリュ東郡元店

鹿児島県鹿児島市東郡元町19番26号

今回追加

スーパーセンターニシムタ 大口店

鹿児島県伊佐市大口大島1270番地1号

今回追加

スーパーセンターニシムタ 出水店

鹿児島県出水市六月田町330番地

今回追加

〇島根エリア（7店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

ゆめタウン出雲

島根県出雲市大塚町650-1

今回追加

ゆめタウン斐川

島根県出雲市斐川町上直江1301-1

今回追加

ゆめタウン浜田

島根県浜田市港町227-1

今回追加

ゆめタウン益田

島根県益田市高津7丁目21-12

今回追加

ゆめタウン江津

島根県江津市嘉久志町2306-30

今回追加

ゆめマート神西

島根県出雲市大島町24-1

今回追加

ゆめマート浜田

島根県浜田市相生町1391-8

今回追加

〇岡山エリア（8店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

ゆめタウン倉敷

岡山県倉敷市笹沖1274-1

今回追加

ゆめタウン久世

岡山県真庭市惣170

今回追加

ゆめタウン高梁

岡山県高梁市落合町阿部1700

今回追加

ゆめタウン山陽

岡山県赤磐市下市473

今回追加

ゆめタウン井原

岡山県井原市下出部町二丁目11-2

今回追加

ゆめマート美作

岡山県美作市楢原下1268-1

今回追加

ゆめマート津山

岡山県津山市伏見町50

今回追加

ユアーズさんすて岡山

岡山県岡山市北区駅元町1-1

今回追加

〇広島エリア（54店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

ＬＥＣＴ

広島県広島市西区扇2丁目1-45

今回追加

ゆめタウン広島

広島県広島市南区皆実町2丁目8-17

今回追加

ゆめタウンみゆき

広島県広島市南区宇品西6丁目7-14

今回追加

ゆめタウン祇園

広島県広島市安佐南区西原5丁目19-44

今回追加

ゆめタウン安古市

広島県広島市安佐南区高取北1丁目6-11

今回追加

ゆめタウン五日市

広島県広島市佐伯区五日市五丁目5-17

今回追加

ゆめタウン廿日市

広島県廿日市市下平良二丁目2-1

今回追加

ゆめタウン呉

広島県呉市宝町5-10

今回追加

ゆめタウン福山

広島県福山市入船町3-1-60

今回追加

ゆめタウン蔵王

広島県福山市南蔵王町5丁目9-18

今回追加

ゆめタウン東広島

広島県東広島市西条土与丸1丁目5-7

今回追加

ゆめタウン学園店

広島県東広島市西条下見6丁目2-32

今回追加

ゆめタウン黒瀬

広島県東広島市黒瀬町楢原100-1

今回追加

ゆめタウン大竹

広島県大竹市晴海1丁目6-1

今回追加

ゆめタウン江田島

広島県江田島市大柿町飛渡瀬180

今回追加

ゆめタウン吉田

広島県安芸高田市吉田町吉田594-1

今回追加

ゆめタウン竹原

広島県竹原市中央5丁目2-1

今回追加

ゆめマート二葉の里

広島県広島市東区二葉の里3丁目3-1

今回追加

ゆめマート八幡

広島県広島市佐伯区八幡東3丁目29-8

今回追加

ゆめマート己斐

広島県広島市西区己斐本町1丁目10-7

今回追加

ゆめマート八木

広島県広島市安佐南区八木2丁目6-39

今回追加

ゆめマートサンモール

広島県広島市中区紙屋町2丁目2-18

今回追加

ゆめマート沼田

広島県広島市安佐南区伴東7丁目31-34

今回追加

ゆめマート阿賀

広島県呉市阿賀中央5丁目1-15

今回追加

ゆめマート川尻

広島県呉市川尻町西1丁目25-30

今回追加

ゆめマート八本松

広島県東広島市八本松東3丁目10-2

今回追加

ゆめマート西栄

広島県大竹市西栄2丁目5-1

今回追加

ゆめマート府中

広島県府中市中須町315-1

今回追加

ゆめマート尾道

広島県尾道市新浜2丁目3-4

今回追加

ゆめマート安芸津

広島県東広島市安芸津町三津4397-20

今回追加

ユアーズ十日市

広島県広島市中区十日市町1-2-16

今回追加

ユアーズLIVI広島本通

広島県広島市中区袋町3-1

今回追加

ユアーズ幟町

広島県広島市中区幟町3-30

今回追加

アバンセ三越

広島県広島市中区胡町5-1

今回追加

アバンセ紙屋町シャレオ

広島県広島市中区紙屋町二丁目地下街212号

今回追加

ユアーズ天満

広島県広島市西区観音町9-3

今回追加

ユアーズ楠木

広島県広島市西区楠木町4-9-26

今回追加

アバンセ古江

広島県広島市西区古江新町5-1

今回追加

ユアーズ本浦

広島県広島市南区東本浦町18-7

今回追加

ユアーズekie広島

広島県広島県広島市南区松原町1-2

今回追加

アバンセekie広島駅

広島県広島市南区松原町1-2

今回追加

ユアーズ戸坂

広島県広島市東区戸坂山崎町1-1

今回追加

ユアーズ福田

広島県広島市東区福田2-702-1

今回追加

ユアーズ中筋

広島県広島市安佐南区中筋4-12-3

今回追加

ユアーズ白木

広島県広島市安佐北区白木町小越188-1

今回追加

ユアーズアクロスプラザ高陽

広島県広島市安佐北区深川5-30-38

今回追加

ユアーズ瀬野川

広島県広島市安芸区中野東1-11-31

今回追加

ユアーズ三筋

広島県広島市佐伯区三宅1-1-7

今回追加

ユアーズ東海田

広島県安芸郡海田町蟹原2-13-8

今回追加

ユアーズ府中

広島県安芸郡府中町大通2-5-5

今回追加

アバンセゆめタウン廿日市

広島県広島県廿日市市下平良二丁目2-1

今回追加

ユアーズ宮内

広島県廿日市市宮内1-10-8

今回追加

ユアーズ大野

広島県廿日市市大野下更地1714

今回追加

ユアーズ大崎

広島県豊田郡大崎上島町中野5591-1

今回追加

〇山口エリア（18店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

ゆめタウン山口

山口県山口市大内千坊六丁目9-1

今回追加

ゆめシティ

山口県下関市伊倉新町三丁目1-1

今回追加

ゆめタウン長府

山口県下関市ゆめタウン1-1

今回追加

ゆめタウン下松

山口県下松市中央町21-3

今回追加

ゆめタウン徳山

山口県周南市青山町1番18号

今回追加

ゆめタウン新南陽

山口県周南市清水2丁目2-1

今回追加

ゆめタウン南岩国

山口県岩国市南岩国町1丁目20-30

今回追加

ゆめタウン柳井

山口県柳井市南町4丁目5-3

今回追加

ゆめタウン防府

山口県防府市八王子2丁目8-8

今回追加

ゆめモール下関

山口県下関市新椋野1丁目2-2

今回追加

ゆめマート下関駅

山口県下関市竹崎町4丁目3-1

今回追加

ゆめマート三田尻

山口県防府市大字新田111-1

今回追加

ゆめマート川棚

山口県下関市豊浦町大字川棚藤ヶ溝6827

今回追加

ゆめマート板持

山口県長門市西深川3353-3

今回追加

ゆめマート豊田

山口県下関市豊田町大字中村字古市5-2

今回追加

ゆめマート新下関

山口県下関市大字石原316

今回追加

ゆめマート南先崎

山口県長門市仙崎堂下854

今回追加

ゆめマート東萩

山口県萩市大字椿東字無田ケ原2877

今回追加

〇徳島エリア（1店舗）
販売協力店名
ゆめタウン徳島

販売協力店住所
徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1

備考
今回追加

〇香川エリア（4店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

ゆめタウン高松

香川県高松市三条町608-1

今回追加

ゆめタウン丸亀

香川県丸亀市新田町150

今回追加

ゆめタウン三豊

香川県三豊市豊中町本山甲22

今回追加

ゆめマート木太

香川県高松市木太町字西浜2442-1

今回追加

〇兵庫エリア（2店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

備考

ゆめタウン姫路

兵庫県姫路市神子岡前3丁目12-17

今回追加

ゆめタウン丹波

兵庫県丹波市氷上町本郷300

今回追加

〇その他（1店舗）
販売協力店名

販売協力店住所

くまもと県南ふぅーど市場

熊本県熊本市中央区花畑町4番3号

上記サイトURL

https://www.kumamoto-renga.com/

太陽生命熊本ビル9階

備考

