
「福､笑い」販売店リスト（2023.02.08更新）  ※店頭の販売状況等により、商品が無い場合がございます。

No 都府県  店舗名  住所  電話番号
1 福島 福島県観光物産館 福島県福島市三河南町1-20    コラッセふくしま1階 024-525-4031
2 福島 北野エース    うすい郡山店 福島県郡山市中町13-1うすい百貨店 地下1階 024-983-6126
3 福島 磐梯熱海観光物産館 福島県郡山市熱海町熱海2-15-1 024-953-5408
4 福島 福島県米穀肥料協同組合 福島県郡山市上伊豆島一丁目10番1 024-953-8061
5 福島 玄米工房　OKOME NO SUZUKI 福島県いわき市内郷綴町一之坪49 0246-26-2727
6 福島 ㈱相馬屋 福島県いわき市小名浜大原字東田33番地1 0246-73-0078
7 福島 松山米店 福島県白河市横町6 0248-23-2245
8 福島 大竹商店株式会社 福島県須賀川市舘ヶ岡字本郷62-1 0248-78-2236
9 福島 すかがわ観光物産館flatto 福島県須賀川市中町11 0248-94-4855
10 福島 山吉吉田商店 福島県須賀川市栄町308 0248-73-2511
11 福島 会津産直センター 福島県喜多方市関柴町上高額広面681-34 0241-21-8535
12 福島 お宿 花かんざし 福島県二本松市岳温泉１丁目104 0243-24-2110
13 福島 安藤米穀店 福島県田村市船引町船引字反田15番地 0247-82-0166
14 福島 福島県南相馬合同庁舎　福島県庁消費組合　南相馬支部 福島県南相馬市原町区錦町1-30 0244-26-1336
15 福島 天鏡閣 福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢字御殿山1048 0242-65-2811
16 福島 ふくしま逸品堂／福島空港ビル(株) 福島県石川郡玉川村北須釜字はばき田21番地 024-757-1511
17 福島 ここら　矢野目店 福島県福島市黒岩字北井14-1 024-552-5881
18 福島 ここら　黒岩店 福島県福島市北矢野目字原田東1-1 024-544-0860
19 福島 ここら　清水店 福島県福島市南沢又字前田7-3 024-555-6641
20 福島 ここら　吾妻店 福島県福島市在庭坂字薬師田1-1 024-592-1088
21 福島 Yショップ　ここら西店 福島県福島市さくら三丁目1-6 024-593-1422
22 福島 まんま～じゃ 福島県会津若松市扇町49-1 0242-24-0831
23 福島 愛情館 福島県郡山市朝日二丁目3-35 024-991-9080
24 福島 あぐりあ 福島県郡山市安積町成田1-20-1 024-945-7483
25 福島 旬の庭 福島県郡山市大槻町字殿町64-1 024-966-3512
26 福島 農産物直売所　ベレッシュ 福島県郡山市八山田西一丁目160 024-973-6388
27 福島 新鮮やさい館　平窪店 福島県いわき市平下平窪字六角1-2 0246-23-5006
28 福島 新鮮やさい館　谷川瀬店 福島県いわき市平谷川瀬3丁目19-6 0246-25-2207
29 福島 新鮮やさい館　好間店 福島県いわき市好間町中好間字下川原39 0246-38-8238
30 福島 ファーマーズマーケット　いがっぺ 福島県いわき市後田町柳町56 0246-38-5022
31 福島 り菜あん 福島県白河市弥次郎窪29-1 0248-23-2500
32 福島 はたけんぼ 福島県須賀川市卸町54 0248-73-5261
33 福島 ふれあい旬のひろば 福島県相馬市尾浜字細田241-1 0244-38-6311
34 福島 こらんしょ市　二本松店 福島県二本松市杉田駄子内6-1 0243-62-4218
35 福島 ふぁせるたむら 福島県田村市船引町船引字遠表143 0247-82-4800
36 福島 旬のひろば 福島県南相馬市原町区錦町1-13 0244-22-2860
37 福島 みらい百彩館「んめ～べ」 福島県伊達市雪車町19 024-551-2223
38 福島 ここら　川俣店 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字東13-1 024-552-5881
39 福島 あだたらの里直売所 福島県大玉村大山字新田10-1 0243-48-2317
40 福島 みりょく満点物語　矢吹店 福島県西白河郡矢吹町八幡町643 0248-42-4143
41 福島 みりょく満点物語　（棚倉町） 福島県東白川郡棚倉町大字下山本字愛宕平15-1 0247-33-1212
42 福島 みりょく満点物語　矢祭店 福島県東白川郡矢祭町関岡下小坂56 0247-46-2405
43 福島 安心館 福島県石川郡石川町字当町109-8 0247-26-6264
44 福島 道の駅 つちゆ つちゆロードパーク 福島県福島市松川町水原字南沢41-2 0243-24-2148
45 福島 道の駅ふくしま東和 福島県二本松市太田字下田2番地3 0243-46-2113
46 福島 道の駅南相馬 福島県南相馬市原町区高見町2丁目30-1 0244-26-5100
47 福島 道の駅国見 あつかしの郷 福島県伊達郡国見町大字藤田字日渡二18-1 024-585-2132
48 福島 道の駅きらら２８９ 福島県南会津郡南会津町山口字橋尻1 0241-71-1289
49 福島 道の駅ばんだい 福島県耶麻郡磐梯町磐梯十王堂38番地 0242-74-1091
50 福島 道の駅猪苗代 福島県耶麻郡猪苗代町堅田五百苅１ 0242-36-7676
51 福島 道の駅からむし織の里しょうわ 福島県大沼郡昭和村大字佐倉字上ノ原１ 0241-58-1655
52 福島 道の駅ならは 福島県双葉郡楢葉町山田岡大堤入22-1 0240-26-1126
53 福島 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
54 福島 道の駅いいたてまでい館　 福島県相馬郡飯舘村深谷字深谷前12-1 0244-42-1080
55 福島 セデッテかしま（常磐道サービスエリア） 福島県南相馬市鹿島区浮田もみ木沢２１２ 0244-26-4822
56 福島 株式会社まるいちフードセンター岡部店 福島県福島市岡部字姥畑6−3 024-536-0117
57 福島 イオン福島 福島県福島市南矢野目西荒田 024-558-3000
58 福島 イオン郡山フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原1 024-968-0100
59 福島 イオンいわき店 福島県いわき市平三倉68−１ 0246-41-3000
60 福島 イオンスタイルいわき小名浜店 福島県いわき市小名浜辰巳町79 0246-73-7210
61 福島 イオン白河西郷店 福島県西白河郡西郷村小田倉岩下11-1  0248-31-2451
62 福島 イオン広野店 福島県双葉郡広野町下北迫苗代替24-1 0240-27-2110
63 福島 イオン浪江店 福島県双葉郡浪江町幾世橋大添60-1 0240-23-6885
64 福島 イオンスーパーセンター南相馬店 福島県南相馬市原町区大木戸金場77 0244-25-1600
65 福島 イオンスーパーセンター鏡石店  福島県岩瀬郡鏡石町桜岡375-9 0248-92-3080
66 福島 いちい福島西店 福島県福島市八島田字勝口27-1 024-558-8888
67 福島 いちい渡利店 福島県福島市渡利字平内町83 024-522-4688
68 福島 いちい蓬莱店 福島県福島市蓬莱町2丁目2番1号 024-549-8222
69 福島 いちい鎌田店 福島県福島市鎌田字一里塚9-19 024-553-8585
70 福島 いちい信夫ヶ丘店 福島県福島市矢倉下5番 024-534-1110



71 福島 いちいパワーデポ食品館 福島県福島市八木田字榎内52-2 024-539-5151
72 福島 いちい南福島店 福島県福島市黒岩字堂ノ後78 024-539-7115
73 福島 いちい飯坂店 福島県福島市飯坂町字月崎町12-4 024-541-3000
74 福島 いちい鳥川店 福島県福島市上鳥渡字蛭川11-1 024-573-1445
75 福島 いちい庭坂店 福島県福島市町庭坂字新町31-1 024-591-1219
76 福島 いちい須賀川東店 福島県須賀川市北上町77-1 0248-72-2277
77 福島 いちい川俣店 福島県伊達郡川俣町鶴沢字社前12-1 024-538-0538
78 福島 いちい鏡石店 福島県岩瀬郡鏡石町本町179番地 0248-62-1700
79 福島 鎌倉屋二本松店 福島県二本松市油井字鶴巻50-3 0243-22-6456
80 福島 鎌倉屋平田店 福島県石川郡平田村大字上蓬田字銭神前51 0247-55-3552
81 福島 ザ・ビック鎌田店 福島県福島市鎌田字熊ノ前32-1 024-553-0987
82 福島 ザ・ビック福島大森店 福島県福島市大森字城ノ内35-1 024-544-1144
83 福島 ザ・ビック郡山店 福島県郡山市松木町2-88 024-941-7700
84 福島 ザ・ビック喜久田店 福島県郡山市東原1-219 024-927-5693
85 福島 ザ・ビックエクスプレス冨田店 福島県郡山市富田町字池ノ上3-3 024-953-5895
86 福島 ザ・ビックエクスプレス島店 福島県郡山市島1-26-10 024-983-4503
87 福島 ザ・ビック須賀川店 福島県須賀川市仲の町87 0248-63-7221
88 福島 ザ・ビック本宮店 福島県本宮市本宮万世208 0243-63-0403
89 福島 フォーズマーケット山下店 福島県福島市山下町1-29 024-526-2630
90 福島 マルト SC窪田店 福島県いわき市勿来町窪田十条3番１―２ 0246-65-6691
91 福島 マルトSC中岡店 福島県いわき市中岡町６−１−８ 0246-63-1441
92 福島 マルトSC湯長谷店 福島県いわき市常磐下湯長谷町道下１０ 0246-43-3300
93 福島 マルト四倉店 福島県いわき市四倉町字西２−９−２ 0246-32-2225
94 福島 マルトSC君ヶ塚店 福島県いわき市小名浜大原字北君ヶ塚１７０−１ 0246-52-1578
95 福島 マルトSC高坂店 福島県いわき市内郷高坂町八反田５５ 0246-27-5530
96 福島 マルト岡小名店 福島県いわき市小名浜岡小名字岸前47 0246-73-1777
97 福島 マルトSC城東店 福島県いわき市平字城東３丁目１−２ 0246-37-7785
98 福島 マルトSC草野店 福島県いわき市平下神谷字仲田１２０ 0246-57-1775
99 福島 マルトSC平尼子店 福島県いわき市平字尼子町３−１−１ 0246-35-0577
100 福島 マルトSC湯本店 福島県いわき市常磐関船町1−15―27 0246-38-8020
101 福島 ヨークベニマル吉倉店 福島県福島市吉倉字八幡30番地1 024-544-0901
102 福島 ヨークベニマル野田店 福島県福島市野田町四丁目1番1号 024-525-4630
103 福島 ヨークベニマル浜田店 福島県福島市浜田町11番2号 024-535-1171
104 福島 ヨークベニマル福島泉店 福島県福島市泉字道下6番地2 024-557-4155
105 福島 ヨークベニマル瀬上店 福島県福島市宮代字天神前4番地 024-553-3125
106 福島 ヨークベニマル福島西店 福島県福島市八島田字琵琶渕29番地 024-555-2449
107 福島 ヨークベニマル平野店 福島県福島市飯坂町平野字上前田3番地1 024-543-1511
108 福島 ヨークベニマル南福島店 福島県福島市黒岩字田部屋40番地 024-545-1171
109 福島 ヨークベニマル矢野目店 福島県福島市南矢野目字菅原50番地12 024-555-1149
110 福島 ヨークベニマル新笹谷店 福島県福島市笹谷字南田3番地 024-558-1131
111 福島 ヨークベニマル福島鎌田店 福島県福島市丸子字柳原13番1 024-552-5200
112 福島 ヨークベニマル太平寺店 福島県福島市太平寺字坿屋敷50番地 024-544-1126
113 福島 ヨークベニマル飯寺店 福島県会津若松市門田町大字飯寺字村西737番地1 0242-38-3260
114 福島 ヨークベニマル花春店 福島県会津若松市花春町3番16号 0242-28-2211
115 福島 ヨークベニマル一箕町店 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字藤原52番地 0242-25-2411
116 福島 ヨークベニマル門田店 福島県会津若松市天神町22番11号 0242-29-4911
117 福島 ヨークベニマル西若松店 福島県会津若松市住吉町24番3号 0242-27-8311
118 福島 ヨークベニマル町北町店 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下82番地1 0242-37-1711
119 福島 ヨークベニマル城西町店 福島県会津若松市城西町8番8号 0242-36-6086
120 福島 ヨークベニマル方八町店 福島県郡山市方八町一丁目12番3号 024-941-3751
121 福島 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
122 福島 ヨークベニマル台新店 福島県郡山市台新一丁目30番9号 024-934-4911
123 福島 ヨークベニマル希望ヶ丘店 福島県郡山市大槻町字菅田5番地 024-951-4911
124 福島 ヨークベニマル日和田店 福島県郡山市日和田町字前田19番地1 024-968-1121
125 福島 ヨークベニマル富久山店 福島県郡山市富久山町久保田字上野136番1号 024-923-6581
126 福島 ヨークベニマル菜根店 福島県郡山市菜根五丁目1番5号 024-934-3321
127 福島 ヨークベニマル桑野店 福島県郡山市桑野四丁目3番4号 024-924-3636
128 福島 ヨークベニマル安積町店 福島県郡山市安積二丁目121番地 024-945-8711
129 福島 ヨークベニマルコスモス通り店 福島県郡山市御前南六丁目3番地 024-962-4911
130 福島 ヨークベニマル八山田店 福島県郡山市八山田西一丁目58番地 024-991-8801
131 福島 ヨークベニマル新小原田店 福島県郡山市小原田五丁目11番11号 024-941-3960
132 福島 ヨークベニマル大槻店 福島県郡山市大槻町字土瓜37番地1 024-962-1760
133 福島 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
134 福島 ヨークベニマル横塚店 福島県郡山市横塚二丁目12番32号 024-941-8415
135 福島 ヨークベニマル片平店 福島県郡山市中ノ目一丁目16番地 024-962-4977
136 福島 ヨークベニマル堤下店 福島県郡山市堤下町1番75号 024-991-4922
137 福島 ヨークベニマル植田店 福島県いわき市佐糠町八反田90番地 0246-77-1149
138 福島 ヨークベニマル新谷川瀬店 福島県いわき市平谷川瀬三丁目21番地10 0246-21-7733
139 福島 ヨークベニマル新上荒川店 福島県いわき市平上荒川字安草40番地 0246-29-3511
140 福島 ヨークベニマル泉下川店 福島県いわき市泉町下川字薬師前142番3 0246-75-1021
141 福島 ヨークベニマル小名浜リスポ店 福島県いわき市小名浜字蛭川南5番地の4 0246-73-0090
142 福島 ヨークベニマルいわき泉店 福島県いわき市泉町滝尻字折返57番地 0246-56-4911
143 福島 ヨークベニマルエブリア店 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5番地　鹿島ショッピングセンター内 0246-46-1210
144 福島 ヨークベニマル湯本南店 福島県いわき市常盤西郷町落合66番地 0246-43-6667



145 福島 ヨークベニマル勿来江栗店 福島県いわき市錦町江栗大町18番地 0246-77-0950
146 福島 ヨークベニマル大原店 福島県いわき市小名浜大原字東田96番地 0246-52-1771
147 福島 ヨークベニマル好間店 福島県いわき市好間町下好間字鬼越110番地 0246-47-1511
148 福島 ヨークベニマル内郷店 福島県いわき市内郷御厩町三丁目150番地 0246-45-1123
149 福島 ヨークベニマルﾒｶﾞｽﾃｰｼﾞ白河店 福島県白河市字新高山19番地 0248-31-1149
150 福島 ヨークベニマル白河横町店 福島県白河市横町98番地1 0248-21-2322
151 福島 ヨークベニマル白河昭和町店 福島県白河市字昭和町214番地 0248-27-1181
152 福島 ヨークベニマル須賀川森宿店 福島県須賀川市森宿字北向90番地2 0248-63-1440
153 福島 ヨークベニマル須賀川西店 福島県須賀川市山寺町53番地 0248-73-4911
154 福島 ヨークベニマル須賀川南店 福島県須賀川市高久田境91番地1 0248-75-4911
155 福島 ヨークベニマル喜多方店 福島県喜多方市字井戸尻4129番地1 0241-22-7511
156 福島 ヨークベニマル相馬店 福島県相馬市中村字桜ヶ丘171番地 0244-36-4911
157 福島 ヨークベニマル相馬黒木店 福島県相馬市黒木字源多田22番地 0244-37-2711
158 福島 ヨークベニマル二本松インター店 福島県二本松市成田町一丁目810番地 0243-23-2611
159 福島 ヨークベニマル田村店 福島県田村市船引町船引字源次郎119番地22 0247-81-1311
160 福島 ヨークベニマル原町西店 福島県南相馬市原町区南町四丁目7-1 0244-23-6206
161 福島 ヨークベニマル梁川店 福島県伊達市梁川町字右城町15番地 024-577-4900
162 福島 ヨークベニマル伊達店 福島県伊達市前川原55 024-583-4171
163 福島 ヨークベニマル保原店 福島県伊達市保原町油谷地3番地3 024-574-4911
164 福島 ヨークベニマル新本宮舘町店 福島県本宮市本宮字舘町42番地 0243-33-2211
165 福島 ヨークベニマル本宮インター店 福島県本宮市荒井字久保田132番地8 0243-63-5525
166 福島 ヨークベニマル田島店 福島県南会津郡南会津町田島字行司21番地１ 0241-62-4911
167 福島 ヨークベニマル猪苗代店 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西92番地 0242-62-4911
168 福島 ヨークベニマルﾒｶﾞｽﾃｰｼﾞ矢吹店 福島県西白河郡矢吹町八幡町550番地1 0248-41-2551
169 福島 ヨークベニマル棚倉店 福島県東白川郡棚倉町大字花園字広沢45番地 0247-33-1149
170 福島 ヨークベニマル三春店 福島県田村郡三春町字中町86番地 0247-62-2002
171 福島 ヨークベニマル小野プラザ店 福島県田村郡小野町大字飯豊字柿人63番地 0247-71-1449
172 福島 ヨークベニマル小野町店 福島県田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後29番地 0247-72-2165
173 福島 ヨークベニマル石川店 福島県石川郡石川町字長久保294番地7 0247-56-4301
174 福島 ヨークベニマル新富岡店 福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央416番地 0240-21-3710
175 北海道 千野米穀店　大丸札幌店 北海道札幌市札幌市中央区北5条西4丁目7番地　地下1階 011-733-8158
176 埼玉 株式会社金子商店 埼玉県川越市宮下町1-12-7 049-222-0143
177 埼玉 有限会社古谷商店 埼玉県狭山市笹井1848 04-2953-3973
178 埼玉 浅見米店 埼玉県越谷市蒲生南町7-1 048-986-3262
179 埼玉 こめ工房 埼玉県入間市豊岡１-6-12　丸広百貨店B1 04-2966-1194
180 埼玉 有限会社田米衛 埼玉県富士見市上沢1-18-51 049-252-1003
181 千葉 有限会社アサダ 千葉県浦安市猫実3-2-10 047-351-2716
182 千葉 有限会社まきの 千葉県船橋市本中山3丁目1-5 047-334-1915
183 東京 米処 結米屋　松屋銀座 東京都中央区銀座3-6-1　地下2階 03-3567-1211
184 東京 日本橋髙島屋S.C.　日本橋タカシマヤ　本館B1階 東京都中央区日本橋2丁目4-1 03-3211-4111（代表）

185 東京 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
186 東京 紀ノ国屋インターナショナル（青山店） 東京都港区北青山3-11-7 AoビルB1 03-3409-1231
187 東京 源川米店 東京都墨田区押上3-2-5 03-3612-4701
188 東京 米処 結米屋　阪急百貨店　大井食品館 東京都品川区大井1-50-5 03-3778-5479
189 東京 こくぼのお米 東京都品川区小山3-6-15 03-3781-7939
190 東京 伊藤精米店 東京都目黒区大岡山1-4-16 03-3717-4609
191 東京 玉川髙島屋S･C　玉川タカシマヤ　本館B1階 東京都世田谷区玉川3丁目17-1 03-3709-3111（代表）

192 東京 みすず米穀店 東京都世田谷区三軒茶屋1-35-23 03-3421-5835
193 東京 小池精米店 東京都渋谷区神宮前6-14-17 03-3400-6723
194 東京 米処 結米屋　東急百貨店　渋谷本店 東京都渋谷区道玄坂2-24-1　地下1階 03-3477-3775
195 東京 米処 結米屋　渋谷東急フードショー 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ 地下1階 03-3477-4437
196 東京 伊藤精米店 東京都中野区沼袋4-26-14 03-3386-5651
197 東京 本橋米店 東京都北区赤羽北3-22-4 03-3907-1838
198 東京 金子屋米店 東京都荒川区東日暮里２丁目47-10 03-3891-4524
199 東京 河村屋米店 東京都板橋区高島平1-21-9 03-3933-0705
200 東京 精米工房    せきね米店 東京都足立区鹿浜7-6-2 03-3897-1509
201 東京 山菊米穀店 東京都足立区中川4-26-6 03-3605-0618
202 東京 おこめのシライ 東京都調布市富士見町3-3-45 042-485-3355
203 東京 加藤商店 東京都町田市金森2-11-41 042-722-3661
204 東京 佐藤商店 東京都町田市小山町3214 042-772-2350
205 東京 中村販売所 東京都羽村市羽東1-11-5 042-554-2225
206 神奈川 米処 結米屋　東急百貨店　たまプラーザ店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-7　地下1階 045-903-2130
207 神奈川 米処 結米屋　都築阪急 神奈川県横浜市都筑区中央1-31-1-1　地下1階 045-914-1093
208 神奈川 株式会社佐藤浅次郎商店 神奈川県横浜市泉区和泉町1376 045-802-0681
209 神奈川 農家産直米すえひろ（日吉店） 神奈川県横浜市港北区日吉７丁目７−１７ アズヴェール日吉 1F 045-562-8007
210 神奈川 農家産直米すえひろ（トレッサ横浜店） 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地 トレッサ横浜 南棟1F 045-834-7852
211 神奈川 米蔵たなかや（京急百貨店） 神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目6-1 045-848-7831
212 神奈川 農家産直米すえひろ（元住吉ブレーメン通り店） 神奈川県川崎市中原区木月3-11-1 KSハウゼ1F 044-872-8860
213 神奈川 株式会社ヤマイチ 神奈川県川崎市川崎区宮前犬蔵1-18-15 044-977-7171
214 神奈川 有限会社関屋精米店 神奈川県川崎市高津区久本2-13-18 044-866-2776
215 神奈川 イトーヨーカドーアリオ橋本店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 042-779-8111
216 神奈川 合資会社白木屋米店 神奈川県藤沢市辻堂元町3丁目7-31 0466-33-5155
217 神奈川 ちんや米店 神奈川県逗子市逗子7-9-9 046-871-3154
218 神奈川 岸本商店 神奈川県三浦市原町15-11 046-881-4000



219 山梨 古守米店 山梨県甲府市住吉1-16-17 055-233-2901
220 長野 株式会社JOAA 長野県伊那市みずず1112 0855-95-3852
221 愛知 かねき米の郷萱町本店 愛知県田原市田原町萱町27 0531-22-0058
222 愛知 かねき米の郷南晩田店 愛知県田原市田原町南晩田20-3 0531-22-5360
223 愛知 米浩加藤商店 愛知県稲沢市西町３丁目9-21 0587-32-0566
224 愛知 鈴木米穀店 愛知県豊橋市大岩町字荒古19-3 0532-41-0708
225 三重 有限会社羽木米穀店 三重県四日市市西新地16-8 059-352-3006
226 大阪 おこめのみなみ 大阪府大阪市鶴見区浜3-3-34 06-6912-0469
227 大阪 駒田米穀店 大阪府大阪市福島区海老江8-6-26 06-6451-2167
228 大阪 有限会社ながお    永尾米穀・酒店 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目10-6 06-6471-8408
229 大阪 福島県観光物産館大阪サテライトショップ 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-900号 大阪駅前第1ビル9階 06-6343-1721
230 大阪 細見米穀株式会社 大阪府大阪市北区長柄中1丁目7-16 06-6351-5096
231 大阪 有限会社ふるはし米店 大阪府堺市北区大豆塚町1-1-1 072-252-2727
232 大阪 米の専門店つねもと商店 大阪府吹田市穂波町24-3 06-6385-4486
233 香川 くりや株式会社 香川県さぬき市津田町鶴羽778-26 0879-49-3388
234 オンライン 会津厳選マーケット（山本商事）（楽天市場） https://item.rakuten.co.jp/aizugensen/fukuwarai-h02/
235 オンライン 会津産直センター（楽天市場） https://item.rakuten.co.jp/aizusantyoku/b01-01/
236 オンライン 安藤米穀店（Amazon） https://www.amazon.co.jp/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E7%94%A3-%E7%99%BD%E7%B1%B3-%E7%A6%8F%EF%BD%A4%E7%AC%91%E3%81%84-5kg-%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B4%E7%94%A3/dp/B09KZSCKW2/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3VPGGWUXMRREI&keywords=%E7%A6%8F%EF%BD%A4%E7%AC%91%E3%81%84&qid=1673850739&sprefix=%E7%A6%8F%2B%E7%AC%91%E3%81%84%2Caps%2C223&sr=8-1&th=1

237 オンライン 安藤米穀店（楽天市場） https://item.rakuten.co.jp/komeutukusima/fukuwarai-006m/?scid=s_kwa_pla_unpaid_201184&srsltid=AeTuncoPBcShDHrCXacR6bIu6a7fUFrnCRiYrn9tOVRTTphVoONhTtEaIEU

238 オンライン いわせの錦秋米（楽天市場） https://item.rakuten.co.jp/0141-iwasenokome/rik-011-s10k/
239 オンライン いわせの錦秋米（Yahoo!） https://store.shopping.yahoo.co.jp/iwaseno-kinnsyuumai/yik-011-s5k.html
240 オンライン いわせの錦秋米（REACH STOCK） https://exhibitor.reachstock.jp/product/list.php
241 オンライン お米のくりや（au PAYマーケット） https://wowma.jp/item/571871718?aff_id=PLA_m_361106
242 オンライン 株式会社金子商店 https://www.kaneko-shouten.co.jp/c/products/genmai/3-5kg/g-fukuwarai/gd491

243 オンライン 黒潮海苔店 https://kuroshionoriten.jp/
244 オンライン 黒潮海苔店（楽天市場） https://item.rakuten.co.jp/kuroshionoriten/fuku-warai-2kg/
245 オンライン 自然農法無の会 https://munokai.com/rice/
246 オンライン JAタウン　JA全農福島 https://www.ja-town.com/shop/g/g2501-A1911/
247 オンライン JAライフクリエイト福島　ライフショップYahoo!店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/jalcf/kikaku-120.html
248 オンライン 精米工房    せきね米店（楽天市場） https://item.rakuten.co.jp/sekine-one/fuku-warai/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&icm_agid=&iasid=wem_icbs_&gclid=EAIaIQobChMInaCYtqLL_AIV7VUPAh2YGgn2EAQYAyABEgLn-fD_BwE&icm_acid=255-776-8501&icm_cid=18510533188#fuku-warai

249 オンライン 全農パールライス（Amazon） https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E7%B2%BE%E7%B1%B3%E3%80%91%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E7%94%A3-%E7%99%BD%E7%B1%B3-%E7%A6%8F%E3%80%81%E7%AC%91%E3%81%84-2kg-%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B4%E7%94%A3/dp/B09MCPWWHK/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3GOK0AVN57C7M&keywords=%E7%A6%8F%E7%AC%91%E3%81%84+%E7%B1%B3&qid=1673850822&sprefix=%E7%A6%8F%E7%AC%91%E3%81%84+%E7%B1%B3%2Caps%2C187&sr=8-2

250 オンライン 全米販（ごはん彩々） https://www.gohansaisai.com/shop/product/detail.html?id=948
251 オンライン 髙島屋オンラインストア https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002122782&sub_cd=001

252 オンライン 福島うまいもの便り https://midoriya.ne.jp/SHOP/365821/1153760/list.html
253 オンライン ふくしま市場 https://fukushima-ichiba.com/products/n268a52?variant=39656506851441&currency=JPY&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&srsltid=AeTuncpesd4HBJIpLwUuytPU1ykBewKa5jdABX-51GHoYWzAH6nb0KrzdQk

254 オンライン ふくふくマルシェ https://fukufukumarche.com/
255 オンライン やまろく商店 https://yamaroku.shopselect.net/items/68099274
256 オンライン 山吉吉田商店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/komeyamayoshi/fukuwarai-900.html
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