「福､笑い」販売店リスト（2021.12.27更新）
No.

都県

※店頭の販売状況等により、取扱いが無い場合があります。

店舗名

1 福島県

北野エース

2 福島県

うすい郡山店

住所

電話番号

福島県郡山市中町13-1うすい百貨店 地下1階

024-983-6126

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

3 福島県

福島県米穀肥料協同組合

福島県郡山市本町一丁目1番17号

024-953-8061

4 福島県

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

5 福島県

山吉吉田商店

福島県須賀川市栄町308

0248-73-2511

6 福島県

㈱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 福島県

ここら

矢野目店

福島県福島市黒岩字北井14-1

024-552-5881

8 福島県

ここら

黒岩店

福島県福島市北矢野目字原田東1-1

024-552-5881

9 福島県

ここら

清水店

福島県福島市南沢又字前田7-3

024-552-5881

10 福島県

ここら

吾妻店

福島県福島市在庭坂字薬師田1-1

024-552-5881

11 福島県

Yショップ

福島県福島市さくら三丁目1-6

024-552-5881

12 福島県

ここら

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字東13-1

024-552-5881

13 福島県

みらい百彩館「んめ〜べ」

福島県伊達市雪車町19

024-551-2223

14 福島県

こらんしょ市

福島県二本松市杉田駄子内6-1

0243-62-4218

15 福島県

旬のひろば

福島県南相馬市原町区錦町1-13

0244-22-2860

16 福島県

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

17 福島県

あぐりあ

福島県郡山市安積町成田1-20-1

024-945-7483

18 福島県

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

19 福島県

新鮮やさい館

福島県いわき市平谷川瀬3丁目19-6

0246-25-2207

20 福島県

ファーマーズマーケット

福島県いわき市後田町柳町56

0246-38-5022

21 福島県

はたけんぼ

福島県須賀川市卸町54

0248-73-5261

22 福島県

安心館

福島県石川郡石川町字当町109-8

0247-26-6264

23 福島県

り菜あん

福島県白河市弥次郎窪29-1

0248-23-2500

24 福島県

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

25 福島県

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

26 福島県

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

27 福島県

まんま〜じゃ

福島県会津若松市扇町49-1

0242-24-0831

ここら西店

川俣店
二本松店

谷川瀬店
いがっぺ

28 福島県

愛情館

福島県郡山市朝日二丁目3-35

024-991-9080

29 福島県

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

30 東京都

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

31 東京都

米処 結米屋

東急百貨店

東京都渋谷区道玄坂2-24-1 地下1階

03-3477-3775

32 東京都

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

33 東京都

米処 結米屋

阪急百貨店

東京都品川区大井1-50-5

03-3778-5479

34 東京都

玉川高島屋S・C

東京都世田谷区玉川3－17－1

03-3709-2222

35 東京都

㈱大丸松坂屋

36 東京都

紀ノ國屋

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 地下1階

03-3409-1231

37 東京都

紀ノ國屋

新宿髙島屋店

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 地下1階

03-5361-1111

38 東京都

源川米店

東京都墨田区押上3-2-5

03-3612-4701

39 東京都

こくぼのお米

東京都品川区小山3-6-15

03-3781-7939

40 東京都

伊藤精米店

東京都目黒区大岡山1-4-16

03-3717-4609

41 東京都

小池精米店

東京都渋谷区神宮前6-14-17

03-3400-6723

42 東京都

伊藤精米店

東京都中野区沼袋4-26-14

03-3386-5651

43 東京都

片岡米穀店

東京都豊島区目白5-5-1

03-3950-5001

44 東京都

本橋米店

東京都北区赤羽北3-22-4

03-3907-1838

45 東京都

河村屋米店

東京都板橋区高島平1-21-9

03-3933-0705

46 東京都

精米工房

東京都足立区鹿浜7-6-2

03-3897-1509

47 東京都

山菊米穀店

東京都足立区中川4-26-6

03-3605-0618

48 東京都

おこめのシライ

東京都調布市富士見町3-3-45

042-485-3355

49 東京都

ビームスジャパン（新宿）

東京都新宿区新宿3-32-6

03-5368-7300

50 東京都

日本橋ふくしま館

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

51 神奈川県

米処 結米屋

東急百貨店

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-7 地下1階

045-903-2130

52 神奈川県

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

53 神奈川県

農家産直米すえひろ

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

54 神奈川県

里のあさじろう

神奈川県横浜市泉区和泉町1376

045-802-0681

55 神奈川県

ちんや米店

神奈川県逗子市逗子7-9-9

046-871-3154

56 埼玉県

株式会社金子商店

埼玉県川越市宮下町1-12-7

049-222-0143

57 埼玉県

田米衛

埼玉県富士見市上沢1-51-18

049-252-1003

渋谷本店
大井食品館

松坂屋上野店内

国分首都圏㈱直営店 東京都台東区上野3-29-5

せきね米店

MIDETTE
たまプラーザ店

03-5807-8785

58 北海道

大丸札幌店

59 青森県

北海道札幌市中央区北5条西4丁目7番地

011-828-1111

KOMEKUUTO八戸店

青森県八戸市田向２丁目14-10

0178-51-6070

60 青森県

KOMEKUUTO三沢店

青森県三沢市春日台４丁目154-264

0120-608-658

61 大阪府

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

62 大阪府

駒田米穀店

大阪府大阪市福島区海老江8-6-26

06-6451-2167

63 大阪府

有限会社ながお

大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目10-6

06-6471-8408

64 大阪府

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

65 大阪府

おこめのみなみ

大阪府大阪市鶴見区浜3-3-34

06-6912-0469

66 大阪府

新田米穀

大阪府大阪市長吉六反3-19-14

05-6709-0337

67 大阪府

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

https://www.ja-town.com/shop/c/c2501/

024-554-3344

68 オンライン JAタウン

千野米穀店

永尾米穀・酒店

JA全農福島

69 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/?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_strnm 024-942-2121

70 オンライン 福島ユナイテッドFC農業部

https://fufc-nougyoubu.com/

71 オンライン ふくふくマルシェ

https://fukufukumarche.com/

72 オンライン いわせの錦秋米

楽天市場店（大竹商店株式会社）

https://www.rakuten.ne.jp/gold/0141-iwasenokome/

0248-78-2236

73 オンライン いわせの錦秋米

Yahoo!店（大竹商店株式会社）

https://shopping.geocities.jp/iwaseno-kinnsyuumai/

0248-78-2236

東京都港区赤坂 3-9-15 第二クワムラビル 1F

03-3583-3835

74 東京都

赤坂鴨川

※提供店

