会津ブランド 「会津 史・季・彩・再」 認定品取扱店
＊お店によっては品切れ等になる場合がございますので、事前にご確認下さい。
＊記載店舗以外にも取扱店がある場合がございますので、各事業者へお問い合わせ下さい。
＊取扱店情報は①店名、②住所、③電話番号の順に掲載しております。掲載情報は平成22年6月1日現在のものです。（順不同）

（資）辰泉酒造 http://tatsuizumi.co.jp/ TEL(0242)-22-0504
●純米大吟醸 京の華
鶴ヶ城会館
渡辺宗太商店
植木屋商店
新城酒店
渡辺酒食品店
星野酒店
マルマン酒店
京晴
地酒屋こだま
よね源
●本格焼酎やって
鶴ヶ城会館
渡辺宗太商店
植木屋商店
新城酒店
渡辺酒食品店
星野酒店
マルマン酒店
京晴
地酒屋こだま
よね源

福島県会津若松市追手町 4-47
福島県会津若松市白虎町 1
福島県会津若松市馬場町1-35
福島県会津若松市行仁町 1-15
福島県南会津郡下郷町湯ノ上五百地乙193-6
福島県会津若松市表町1-20
福島県会津若松市七日町11-32
東京都八王子市暁町1-30-6
埼玉県深谷市稲町1-8-27

(0242)-28-2288
(0242)-2201076
(0242)-22-0215
(0242)-22-0907
(0241)-68-2519
(0242)-27-0142
(0242)-22-2460
(042)-620-5520
(03)-3944-0529
(0485)-71-0933

福島県会津若松市追手町4-47
福島県会津若松市白虎町1
福島県会津若松市馬場町1-35
福島県会津若松市行仁町1-15
福島県南会津郡下郷町湯ノ上五百地乙193-6
福島県会津若松市表町1-20
福島県会津若松市七日町11-32
東京都八王子市暁町1-30-6
東京都豊島区南大塚2-32-8
埼玉県深谷市稲町1-8-27

(0242)-28-2288
(0242)-22-1076
(0242)-22-0215
(0242)-22-0907
(0241)-68-2519
(0242)-27-0142
(0242)-22-2460
(042)-620-5520
(03)-3944-0529
(0485)-71-0933

榮川酒造（株） http://www.eisen.jp/ (0242)-73-2300
●榮川 特別純米酒
鶴ヶ城会館
山内酒店
しもだいら
渡久商店
プチショップちば芦ノ牧店
プチショップつるや

福島県会津若松市追手町4-47
福島県会津若松市上町4-1
福島県会津若松市西七日町11-31
福島県会津若松市上町3-27
福島県会津若松市大戸町芦牧1083
福島県耶麻郡猪苗代町芦原58-4

(0242)-28-2288
(0242)-37-3077
(0242)-24-3563
(0242)-22-1422
(0242)-92-3532
(0242)-62-3138

●榮川 龍ヶ沢蒸米四段仕込純米酒
新城酒店
新城酒店千石店
道の駅「ばんだい」
セブンイレブン磐梯インター店
磐梯山温泉ホテル

福島県会津若松市行仁町1-15
福島県会津若松市東千石3-1-38
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂38
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字道309-1
福島県耶麻郡磐梯町更科字清水平6838

(0242)-22-0907
(0242)-28-0122
(0242)-74-1091
(0242)-73-2120
(0242)-74-5100

●榮川 龍ヶ沢山廃仕込純米酒
新城酒店
新城酒店千石店
磐梯ショッピングセンター玉の屋山道店
山崎酒店
道の駅「ばんだい」
セブンイレブン磐梯インター店
松本酒店
渡久商店

福島県会津若松市行仁町1-15
福島県会津若松市東千石3-1-38
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字山道311-55
福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-68
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂38
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字道309-1
福島県会津若松市大町1-1-27
福島県会津若松市上町3-27

(0242)-22-0907
(0242)-28-0122
(0242)-73-3803
(0242)-64-3014
(0242)-74-1091
(0242)-73-2120
(0242)-27-2718
(0242)-22-1422

●榮川 大吟醸 榮四郎
しもだいら
マルミ屋
新城酒店
新城酒店千石店
㈲渡辺宗太商店
渡久商店
松本酒店（七日町）
ヤマヤ酒店
石本屋
外山酒店
業務スーパー会津日新店
コープ飯寺店
ピボット会津若松駅食品館
鶴ヶ城会館

福島県会津若松市西七日町11-31
福島県会津若松市大町2-3-7
福島県会津若松市行仁町1-15
福島県会津若松市東千石3-1-38
福島県会津若松市白虎町1
福島県会津若松市上町3-27
福島県会津若松市七日町3-37
福島県会津若松市七日町3-37
福島県会津若松市東山町大字湯本居平110
福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字船ヶ森
福島県会津若松市日新町13-23
福島県会津若松市門田町大字飯寺字村西
福島県会津若松市駅前町1-10
福島県会津若松市追手町4-47

(0242)-24-3563
(0242)-25-3313
(0242)-22-0907
(0242)-28-0122
(0242)-2201076
(0242)-22-1422
(0242)-26-0011
(0242)-22-1422
(0242)-25-3443
(0242)-25-3443
(0242)-27-2384
(0242)-26-8998
(0242)-37-7633
(0242)-28-2288

●榮川 本格焼酎 秘酎
新城酒店
新城酒店千石店
大貫商店
松本酒店
松本酒店（七日町）
業務スーパー会津日新店
アピタ会津若松店
植木屋商店
キタアイダ七日町店
キタアイダアピオ店
矢沢酒店
渡部信造商店
業務スーパー喜多方店
杉本商店
樋商会
マルミ屋
鶴ヶ城会館
山内酒店
ヤマヤ酒店
渡辺宗太商店
うめや
渡久商店

福島県会津若松市行仁町1-15
福島県会津若松市東千石3-1-38
福島県会津若松市西栄町6-40
福島県会津若松市大町1-1-27
福島県会津若松市七日町3-37
福島県会津若松市日新町13-23
福島県会津若松市神指町南四合字幕内南154
福島県会津若松市馬場町1-35
福島県会津若松市七日町2-20
福島県会津若松市インター西108
福島県会津若松市花春町6-27
福島県会津若松市河東町大字広田字広田104
福島県喜多方市瀬戸3210-4
福島県河沼郡柳津町大字柳津字岩坂甲190
福島県河沼郡柳津町大字柳津字一王町甲24
福島県会津若松市大町2-3-7
福島県会津若松市追手町4-47
福島県会津若松市上町4-1
福島県会津若松市上町1-5
福島県会津若松市白虎町 1
福島県会津若松市大町1-2-39
福島県会津若松市上町3-27

(0242)-22-0907
(0242)-28-0122
(0242)-27-1557
(0242)-27-2718
(0242)-26-0011
(0242)-27-2384
(0242)-36-5611
(0242)-22-0215
(0242)-27-0417
(0242)-37-2285
(0242)-26-2690
(0242)-75-2003
(0241)-23-0115
(0241)-42-2327
(0241)-42-2213
(0242)-25-3313
(0242)-28-2288
(0242)-37-3070
(0242)-22-1122
(0242)-2201076
(0242)-22-1547
(0242)-22-1422
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末廣酒造（株） http://www.sake-suehiro.jp/ TEL(0242)-54-7788
●大吟醸 玄宰
末廣酒造㈱ 嘉永蔵
新城酒店 千石ニュータウン店
渡辺宗太商店
業務スーパー会津日新店
キヨスク会津若松店
うすい百貨店
郡山駅売店「地酒の森」
中合福島店
岸波酒店
日本橋タカシマヤ
大丸東京店
日本橋三越本店
東急百貨店東横店
福島県八重洲観光交流館
ふくしま市場

福島県会津若松市日新町12-38
福島県会津若松市東千石3-1-38
福島県会津若松市白虎町１
福島県会津若松市日新町13-23
会津若松駅構内
福島県郡山市中町13-1
福島県郡山市字燧田195
福島県福島市栄町5-1
福島県福島市天神町1-24
東京都中央区日本橋2-4-1
東京都千代田区丸の内1-9-1
東京都中央区日本橋1-4-1
東京都渋谷区渋谷2-24-1
東京都中央区八重洲 2-6-21 三徳八重洲ビル 1F
東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店内

(0242)-27-0002
(0242)-28-0122
(0242)-22-1076
(0242)-27-2384

●伝承山廃純米 末廣
末廣酒造㈱ 嘉永蔵
新城酒店 千石ニュータウン店
キタアイダ アピオ店
マルミ屋
しもだいら
業務スーパー会津日新店
ヨークベニマル各店舗
リオンドール各店舗
うすい百貨店
中合福島店
岸波酒店
スーパー西友
ふくしま市場

福島県会津若松市日新町12-38
福島県会津若松市東千石3-1-38
福島県会津若松市インター西１０８
福島県会津若松市日新町13-23
福島県会津若松市西七日町11-31
福島県会津若松市日新町13-23
ヨークベニマル各店舗
リオンドール各店舗
福島県郡山市中町13-1
福島県福島市栄町5-1
福島県福島市天神町1-24
関東地区 全店
東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店内

(0242)-27-0002
(0242)-28-0122
(0242)-37-2285
(0242)-25-3313
(0242)-24-3563
(0242)-27-2384

●純米吟醸Ｄｒ．野口
末廣酒造㈱ 嘉永蔵
新城酒店 千石ニュータウン店
キタアイダ アピオ店
鶴ヶ城会館
キヨスク会津若松店
松良（まつよし）
キャプテン久兵衛
ヨークベニマル各店舗
郡山駅売店「地酒の森」
うすい百貨店
福島県八重洲観光交流館

福島県会津若松市日新町12-38
福島県会津若松市東千石3-1-38
福島県会津若松市インター西１０８
福島県会津若松市追手町4-47
会津若松駅構内
福島県会津若松市一箕町八幡字牛ヶ墓258 飯盛山付近
福島県会津若松市白虎町227 会津バスターミナル内
ヨークベニマル各店舗
福島県郡山市字燧田195
福島県郡山市中町13-1
東京都中央区八重洲 2-6-21 三徳八重洲ビル 1F

(0242)-27-0002
(0242)-28-0122
(0242)-37-2285
(0242)-28-2288

(024)-932-0001
(024)-925-6500
(024)-521-5151
(024)-534-3940
(03)-3211-4111
(03)-3212-8011
(03)-3241-3311
(03)-3477-3111
(03)-3275-0855
(03)-5659-2762

(024)-932-0001
(024)-521-5151
(024)-534-3940
(03)-5659-2762

(0242)-24-2503
(0242)-24-8815
(024)-925-6500
(024)-932-0001
(03)-3275-0855

花春酒造（株） http://www.hanaharu.co.jp/ TEL(0242)-22-0022
●山廃特別純米酒 荒城の月
鶴ヶ城会館
山内酒店
渡久商店
新城酒店千石店
マルミ屋
セブンイレブン運動公園前店
会津若松駅「銘品館」
キタアイダ七日町店
マルトモ米代店
やまや門田店
矢沢酒店
奈良沢商店
芦ノ牧おみやげセンター
郡山駅売店「地酒の森」

福島県会津若松市追手町4-47
福島県会津若松市上町4-1
福島県会津若松市上町3-27
福島県会津若松市東千石3-1-38
福島県会津若松市大町2-3-7
福島県会津若松市門田町大字堤沢字北村232-1
福島県会津若松市駅前町1-1
福島県会津若松市七日町2-20
福島県会津若松市米代2-6-36
福島県会津若松市北青木5-26
福島県会津若松市花春町6-27
福島県会津若松市 米代1丁目6-47
福島県会津若松市大戸町小谷湯平89
福島県郡山市字燧田195

(0242)-28-2288
(0242)-37-3077
(0242)-22-1422
(0242)-28-0122
(0242)-25-3313
(0242)-28-6178
(0242)-22-9814
(0242)-27-0417
(0242)-26-0100
(0242)-36-5531
(0242)-26-2690
(0242)-27-3710
(0242)-92-3032
(024)-925-6500

●花春 純米大吟醸酒
やまや門田店
山内酒店
渡久商店
新城酒店千石店
奈良沢商店
郡山駅売店「地酒の森」
酒井酒店
三澤屋

福島県会津若松市北青木5-26
福島県会津若松市上町4-1
福島県会津若松市上町3-27
福島県会津若松市東千石3-1-38
福島県会津若松市米代1丁目6-47
福島県郡山市字燧田195
福島県耶麻郡猪苗代町字本町10
福島県南会津郡下郷町大字大内字山本26-1

(0242)-36-5531
(0242)-37-3077
(0242)-22-1422
(0242)-28-0122
(0242)-27-3710
(024)-925-6500
(0242)-62-3211
(0241)-68-2927

宮泉銘醸（株） http://www.miyaizumi.co.jp/ TEL(0242)-27-0031
●会津地酒米焼酎 皇貴玄武40度
鶴ヶ城会館
会津酒造歴史館
アピタ会津若松店

福島県会津若松市追手町4-47
福島県会津若松市東栄町8-7
福島県会津若松市神指町大字南四合字幕内南154

(0242)-28-2288
(0242)-26-0031
(0242)-36-5611

●大吟醸 宮泉
会津酒造歴史館

福島県会津若松市東栄町8-7

(0242)-26-0031

●純米酒 宮泉
会津酒造歴史館
ヨークベニマル花春店
ヨークベニマル門田店
ヨークベニマル西若松店

福島県会津若松市東栄町8-7
福島県会津若松市花春町3-16
福島県会津若松市天神町22-11
福島県会津若松市住吉町282

(0242)-26-0031
(0242)-28-2211
(0242)-29-4911
(0242)-27-8311
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花泉酒造（名） http://www.hanaizumi.ne.jp/ TEL(0241)-73-2029
●清酒 花泉純米酒
渡辺酒食品店
室井勝弘商店
小林商店
みのや
京屋酒店
うめや商店
渡辺宗太商店
植木屋商店
トーヨコ酒販
金子酒店
五の井商会
福島県観光物産館
ふくしま物産横丁
橘内酒店
泉屋
まるや酒店
寿屋酒店
うすい百貨店
吉田酒店
嵐酒店
一二三屋（本店・ラトブ）
古川クラ酒店
齋林本店
村上酒店
宇東 関口酒店
斉藤酒店
増田屋本店
西屋酒店
福島食料品店
いとう酒店
フジサワ
地酒専門店 鈴伝
リカーポート蔵家
地酒専門店 杉浦酒店
小山商店
丸石酒店
和田音吉商店
福正
牛山商店（之吟）
青木萬吉商店
横浜君嶋屋
東急百貨店

福島県南会津郡下郷町湯の上字五百地乙193-6
福島県南会津郡下郷町大字塩生字遠表2032-1
福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3653
福島県南会津郡南会津町田島字寺町甲2943
福島県南会津郡南会津町田島字西町甲4369-1
福島県会津若松市大町一丁目2番39号
福島県会津若松市白虎町1番地
福島県会津若松市馬場町1-35
福島県会津若松市一箕町大字亀賀字藤原52 ヨークベニマル一箕町店内
福島県会津若松市北会津町下荒井字中里前39-10
福島県河沼郡会津坂下町中一番甲3551
福島県福島市三河南町１-20 コラッセふくしま1階
福島県福島市沖高字吉原1-33
福島県福島市南沢又字河原前73-52
福島県郡山市開成2丁目16-2
福島県郡山市西ノ内2丁目10-28
福島県郡山市香久池2丁目20番3号
福島県郡山市中町13-1
福島県石川郡浅川町本町70
福島県南相馬市原町区西町1-70
福島県いわき市平字月見町33-5
福島県いわき市植田町中央一丁目1-15
宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷124
宮城県柴田郡大河原町字西町132
栃木県宇都宮市下栗町698-11
栃木県大田原市美原1-1-7
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙2472-8
栃木県小山市横倉新田96-2
群馬県渋川市金井778-6
千葉県船橋市大穴南1-31-18
東京都板橋区仲宿57-14
東京都新宿区四谷1-10
東京都町田市木曽町910
東京都葛飾区四つ木2-3-8
東京都多摩市関戸5-15-17
東京都小平市花小金井5-7-7
東京都品川区南品川5-14-14
東京都千代田区神田北乗物町11番
東京都中野区上高田2-17-11
神奈川県川崎市宮前区菅生3-45-1
神奈川県横浜市南区南吉田町3-30
本店、東横店、町田店、青葉台店、日吉店

(0241)-68-2519
(0241)-67-2154
(0241)-62-1113
(0241)-62-3969
(0241)-62-0015
(0242)-22-1547
(0242)-22-1076
(0242)-22-0215
(0242)-24-2692
(0242)-58-3100
(0242)-83-2170
(024)-525-4031
(024)-554-2227
(024)-558-5553
(024)-922-8641
(0249)-22-8659
(024)-923-0167
(024)-932-0001
(0247)-36-2003
(0244)-23-6537
(0246)-25-1238
(0246)-63-3362
(0229)-32-2304
(0224)-52-1229
(028)-656-1084
(0287)-22-2505
(0282)-82-0161
(0285)-27-0283
(0279)-22-1061
(047)-466-0644
(03)-3961-0343
(03)-3351-1777
(042)-793-2176
(03)-3691-1391
(042)-375-7026
(0424)-63-9636
(03)-3474-3468
(03)-3256-1676
(03)-3386-6646
(044)-977-1129
(045)-251-6880

（株）山城屋 http://aizumai.jp/ TEL(0242)-22-0141
●会津白虎米
山城屋
会津ブランド館
沖縄三越
かさね寿司
ひょうたん寿司
カフェリーゾ

福島県会津若松市蚕養町1-6
福島県会津若松市七日町6-15
沖縄県那覇市牧志2-2-30
福島県会津若松市上町1-23
福島県会津若松市桧町4-5
神奈川県横浜市神奈川区松本町1-3-9

(0242)-22-0141
(0242)-25-4141
(098)-862-5111
(0242)-25-3344
(0242)-27-1133
(045)-321-3902

※料理
※料理
※料理

（有）会津食のルネッサンス http://a-foods.shop-pro.jp/ TEL(0242)-25-1778
●会津継承米 氏郷
うすい百貨店
COOPあいづ ほんまち店
COOPあいづ BESTAにいでら店
COOPあいづ VALUEぷらざ店
COOPあいづ BESTAひがし店
COOPあいづ VALUEしおかわ店
COOPあいづ BESTAばんげ店
会津ブランド館
会州一蔵
会津とらぞう
日新館
会津武家屋敷
御薬園
くつろぎ宿 千代滝
くつろぎ宿 新滝
ビープレゼ
鶴ヶ城会館
レストラン ポタジエ
銀座久兵衛 本店
銀座久兵衛 ホテルオークラ店
銀座久兵衛 京王プラザホテル店
銀座久兵衛 ニューオータニタワー店
ホテリ アアルト
銀座マキシムドパリ
イエモンサロン京都
金田中庵

福島県郡山市中町13-1
福島県会津若松市本町8-1
福島県会津若松市門田町大字飯寺字村西385-2
福島県喜多方市字通船場269
福島県喜多方市字惣座の宮2700-12
福島県喜多方市塩川町字東栄町三丁目3-4
福島県河沼郡会津坂下町字舘の下339
福島県会津若松市七日町6-15
福島県会津若松市相生町7-17
福島県会津若松市一箕町八幡弁天下12
福島県会津若松市河東町南高野字高塚山10
福島県会津若松市東山町石山字院内1
福島県会津若松市花春町8-1
福島県会津若松市東山町湯本字寺屋敷43
福島県会津若松市東山町湯本字寺屋敷43
福島県会津若松市西栄町6-30
福島県会津若松市追手町4-47
福島県会津若松市一箕町八幡字牛ケ墓14-1
東京都中央区銀座8-7-6
東京都港区虎ノ門2-10-4
東京都新宿区西新宿2-2-1
東京都千代田区紀尾井町4-1
福島県北塩原村檜原字大府平1073-153
東京都中央区銀座5-3-1 ソニービルB4Ｆ
京都府京都市中京区三条通烏丸西
東京都中央区銀座7-6-16 2F

(024)-932-0001
0120-831468
0120-831426
0120-831423
0120-831422
0120-831425
0120-831424
(0242)-25-4141
(0242)-22-2678
(0242)-25-4188
(0242)-75-2525
(0242)-28-2525
(0242)-27-2472
(0242)-26-0001
(0242)-26-0001
(0242)-27-3200
(0242)-28-2288
(0242)-93-8404
(03)-3571-6523
(03)-3505-6067
(03)-3344-0315
(03)-3221-4145
(0241)-23-5100
(03)-3572-4350
(075)-222-1500
(03)-3289-8822

会津天宝醸造（株） http://www.aizu-tenpo.co.jp/ TEL(0242)-23-1616
●会津こしひかり味噌
ヨークベニマル各店舗
満田屋
東急百貨店
高島屋
丸広百貨店全店
八木橋百貨店
ジャパンミート5店舗

ヨークベニマル各店舗
福島県会津若松市大町1丁目1-25
東京都渋谷区道玄坂2-24-1
東京都中央区日本橋2丁目4-1
川越、飯能、東松山、入間、上尾、坂戸、日高、南浦和、新川岸
埼玉県熊谷市仲町74
森や、新田、千葉ニュータウン、瑞穂、宇都宮
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(0242)-27-1345
(03)-3477-3111
(03)-3211-4111
(048)-523-1111

※料理でも提供
※料理でも提供
※料理
※料理
※料理
※料理
※料理
※料理
※料理
※料理
※料理

（有）永井屋麹屋 http://www.nagaiya.co.jp/ TEL(0242)-22-5238
●会津山吹みそ
リオンドール各店舗
ブイチェーン各店舗
コープ各店舗
ピボット会津若松駅食品館
ＪＡあいづ「まんま～じゃ」
会津武家屋敷
鶴ヶ城売店
石井米店
坂上食品店
会津ブランド館
七日町駅カフェ
かねか城北店
御宿 東鳳
朝香ホテル
大内宿田沼商店
裏磐梯猫魔ホテル
道の駅「ばんだい」

リオンドール各店舗
ブイチェーン各店舗
コープ各店舗
福島県会津若松市駅前町1-10
福島県会津若松市扇町49
福島県会津若松市東山町大字石山字院内1
福島県会津若松市追手町1-1
福島県会津若松市日新町16-27
福島県会津若松市大町1-1-43
福島県会津若松市七日町6-15
福島県会津若松市七日町5-1
福島県会津若松市大町1-1-43
福島県会津若松市東山町石山院内706
福島県会津若松市東山町湯本字居平115
福島県南会津郡下郷町大内山本14
福島県耶麻郡北塩原村桧原湖畔
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂38

(0242)-37-7633
(0242)-24-0831
(0242)-28-2525
(0242)-27-4005
(0120)-26-0651
(0242)-27-0890
(0242)-25-4141
(0242)-39-3880
(0242)-27-0890
(0242)-38-3361
(0242)-27-6001
(0241)-68-2916
(0241)-37-1234
(0242)-74-1091

●会津士魂みそ
リオンドール各店舗
ブイチェーン各店舗
コープ各店舗
ＪＡあいづ「まんま～じゃ」
会津武家屋敷
鶴ヶ城売店
石井商店
会津ブランド館
大内宿田沼商店
裏磐梯猫魔ホテル
道の駅「ばんだい」

リオンドール各店舗
ブイチェーン各店舗
コープ各店舗
福島県会津若松市扇町 49
福島県会津若松市東山町大字石山字院内 1番地
福島県会津若松市追手町 1-1
福島県会津若松市日新町16-27
福島県会津若松市七日町6-15
福島県南会津郡下郷町大内山本 14
福島県耶麻郡北塩原村桧原湖畔
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂38

(0242)-24-0831
(0242)-28-2525
(0242)-27-4005
(0120)-26-0651
(0242)-25-4141
(0241)-68-2916
(0241)-37-1234
(0242)-74-1091

元祖白糸納豆 http://www.aizunonattoyasan.com/ TEL(0242)-22-2268
●会津産大豆こすず納豆
会津若松市内全スーパー

会津若松市内全スーパー

会津粗挽田舎蕎麦伝承会 TEL(0242)-93-2701
●会津粗挽田舎蕎麦
ＪＡあいづ「まんま～じゃ」

福島県会津若松市扇町49

(0242)-24-0831

福島県南会津郡只見町大字楢戸字椿

(0241)-82-2387

只見農産加工企業組合 TEL(0241)-82-2387
●健康えごま油
只見農産加工企業組合

（株）太郎庵 http://www.taroan.co.jp/ TEL(0242)-83-3267
●羽二重餅 すっちょいさ
太郎庵直営店
キオスク売店
会津武家屋敷 郷工房 古今
鶴ヶ城会館
中合会津店
リオンドールアピオ店
リオンドール滝沢店
コープあいづ本町店
コープ飯寺店
ヨークベニマル西若松店
ヨークベニマル猪苗代店
ヨークベニマル花春店
ヨークベニマル一箕町店
ヨークベニマル門田店
郡山駅売店「地酒の森」
福島県八重洲観光交流館
阿武隈高原ＳＡ（下り）

太郎庵各店舗
福島県会津若松市駅前町1-1
福島県会津若松市東山町石山院内1
福島県会津若松市追手町4-47
福島県会津若松市大町1-10-35
福島県会津若松市インター西116
福島県会津若松市一箕町大字八幡字牛ケ墓7-1
福島県会津若松市本町8-1
福島県会津若松市門田飯寺村西385-2
福島県会津若松市住吉町282
福島県耶麻郡猪苗代町字梨ノ木西92
福島県会津若松市花春町3-16
福島県会津若松市一箕町大字亀賀字藤原52
福島県会津若松市天神町22-11
福島県郡山市字燧田195
東京都中央区八重洲 2-6-21 三徳八重洲ビル 1F
福島県田村郡船引町門沢

(0242)-25-0544
(0242)-28-2514
(0242)-28-2288
(0242)-26-5151
(0242)-32-6511
(0242)-39-6711
(0242)-26-8811
(0242)-26-5200
(0242)-27-8311
(0242)-62-4911
(0242)-28-2211
(0242)-25-2411
(0242)-29-4911
(024)-925-6500
(03)-3275-0855
(0247)-85-3240

●会津の天神さま
太郎庵直営店
キオスク売店
会津武家屋敷 郷工房 古今
リオンドールアピオ店

太郎庵各店舗
福島県会津若松市駅前町1-1
福島県会津若松市東山町石山院内1
福島県会津若松市インター西116

(0242)-25-0544
(0242)-28-2514
(0242)-32-6511

●会津山塩羊羹 「ならぬことはなりませぬ」
太郎庵直営店
キオスク売店
会津武家屋敷 郷工房 古今
鶴ヶ城会館
郡山駅売店「地酒の森」

太郎庵各店舗
福島県会津若松市駅前町1-1
福島県会津若松市東山町石山院内1
福島県会津若松市追手町4-47
福島県郡山市字燧田195

(0242)-25-0544
(0242)-28-2514
(0242)-28-2288
(024)-925-6500
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（有）ハニー松本 http://matsumoto38.com/ TEL(0242)-27-2131
●はちみつ
ハニー松本
裏磐梯物産館
会津ブランド館
鶴ヶ城会館
ホテルリステル猪苗代
いわはし館
福島県観光物産館
ふくしま市場

福島県会津若松市材木町2-1-4
福島県耶麻郡北塩原桧原湯平山1171
福島県会津若松市七日町6-15
福島県会津若松市追手町4-47
福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁リステルパーク
福島県耶麻郡猪苗代町三ツ和字村西65
福島県福島市三河南町１-20 コラッセふくしま1階
東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店内

(0242)-27-2131
(0241)-32-3751
(0242)-25-4141
(0242)-28-2288
(0242)-66-2233
(0242)-72-0212
(024)-525-4031
(03)-5659-2762

●高麗人参あめ
ハニー松本
裏磐梯物産館
会津ブランド館
鶴ヶ城会館
ホテルリステル猪苗代
いわはし館
福島県観光物産館
ふくしま市場

福島県会津若松市材木町2-1-4
福島県耶麻郡北塩原桧原湯平山1171
福島県会津若松市七日町6-15
福島県会津若松市追手町4-47
福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁リステルパーク
福島県耶麻郡猪苗代町三ツ和字村西65
福島県福島市三河南町１-20 コラッセふくしま1階
東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店内

(0242)-27-2131
(0241)-32-3751
(0242)-25-4141
(0242)-28-2288
(0242)-66-2233
(0242)-72-0212
(024)-525-4031
(03)-5659-2762

●美緑の森 はちみつの酒
ハニー松本
裏磐梯物産館
会津ブランド館
鶴ヶ城会館
福島県観光物産館

福島県会津若松市材木町2-1-4
福島県耶麻郡北塩原桧原湯平山1171
福島県会津若松市七日町6-15
福島県会津若松市追手町4-47
福島県福島市三河南町１-20 コラッセふくしま1階

(0242)-27-2131
(0241)-32-3751
(0242)-25-4141
(0242)-28-2288
(024)-525-4031

庄助の宿 瀧の湯 http://shousuke.com/ TEL(0242)-29-1000
●コディランニィー鍋
庄助の宿 瀧の湯

福島県会津若松市東山町湯本108

(0242)-29-1000

●会津拉麺釜飯 釜飯セット
庄助の宿 瀧の湯

福島県会津若松市東山町湯本108

(0242)-29-1000

●会津 三種の握り
庄助の宿 瀧の湯

福島県会津若松市東山町湯本108

(0242)-29-1000

伝統会津ソースカツ丼の会

http://aizu-katudon.com TEL(0242)-24-5151（ルネッサンス中の島内）

●ソースカツ丼 ※加盟飲食店を掲載
味処 桐
いとう食堂
宇佐美食堂
会津大学食堂
寿・治左エ門
白孔雀食堂
城前 ハトヤ食堂
すみれ食堂
鶴ヶ城会館 お食事処
とんかつ 番番
とん亭
いとう食堂
本丸茶屋
万世楼飯店
北方屋
鰻のえびや
いさみ
なかじま
日新町 ハトヤ食堂本店
ハトヤ分店

福島県会津若松市栄町2-22
福島県会津若松市本町5-10
福島県会津若松市大町一丁目1-51
福島県会津若松市一箕町鶴賀字上居合90 （会津大学内）
福島県会津若松市追手町7-23
福島県会津若松市追手町10-37
福島県会津若松市追手町3-27
福島県会津若松市城前9-53
福島県会津若松市追手町4-47
福島県会津若松市東千石2-1-32
福島県会津若松市天寧寺町1-11
福島県大沼郡会津美里町字瀬戸町3137
福島県会津若松市追手町4-1
福島県会津若松市滝沢町1-15
福島県喜多方市字三丁目4816
福島県会津若松市馬場町1-21
福島県会津若松市馬場町1-13
福島県会津若松市上町2-39
福島県会津若松市日新町14-14
福島県会津若松市七日町7-23

(0242)-27-1098
(0242)-28-1839
(0242)-27-3514
(0242)-33-0774
(0242)-28-3985
(0242)-27-2754
(0242)-27-7360
(0242)-27-7027
(0242)-28-2288
(0242)-27-6327
(0242)-27-2191
(0242)-56-3066
(0242)-26-2139
(0242)-24-6085
(0241)-22-2770
(0242)-22-1288
(0242)-22-0064
(0242)-24-5151
(0242)-27-2138
(0242)-22-6138

福島県会津若松市飯盛山参道入口

(0242)-32-6094

串鶴 TEL(0242)-32-6094
●串鶴の会津ソース串かつ
串鶴飯盛店

（名）関漆器店 http://www.aizu.ne.jp/seki-sikki/ TEL(0242)-25-0151
●漆器「麟閣」
中合福島店
うすい百貨店

福島県福島市栄町5-1
福島県郡山市中町13-1

(024)-521-5151
(024)-991-0808

（有）山形屋本店 http://rousoku.com/ TEL(0242)-22-5769
●会津絵ろうそく
キヨスク会津若松店
町方伝承館
会津観光物産協会
鶴ヶ城売店
御薬園売店
うすい百貨店
福島県観光物産館
福島県八重洲観光交流館

会津若松駅構内
福島県会津若松市大町二丁目8‐8
会津若松市大町一丁目7-3

(0242)-22-8686
(0242)-24-3000

福島県会津若松市花春町8-1
福島県郡山市中町13-1
福島県福島市三河南町１-20 コラッセふくしま1階
東京都中央区八重洲 2-6-21 三徳八重洲ビル 1F

(0242)-27-2472
(024)-932-0001
(024)-525-4031
(03)-3275-0855

（有）荒井工芸所 http://akabeko.aizunet.com/ TEL(0242)-24-0020
●張子 赤べこ
笑美
キヨスク会津若松店
コラッセふくしま
福島県八重洲観光交流館
会津観光物産協会
鶴ヶ城売店

福島県会津若松市七日町2-40
会津若松駅構内
福島県福島市三河南町1-20
東京都中央区八重洲 2-6-21 三徳八重洲ビル 1F
会津若松市大町1-7-3
福島県会津若松市追手町1-1

27-7666
(024)-525-4031
(03)-3275-0855
(0242)-24-3000
(0242)-27-4005

奥会津三島編組品振興協議会 http://www.okuaizu-amikumi.jp/ TEL(0241)-48-5502
●奥会津 編み組工芸品
三島町生活工芸館

福島県大沼郡三島町大字名入字諏訪ノ上395
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(0241)-48-5502

有機果菜食品 TEL(0242)-54-2128
●高田梅漬
うすい百貨店
中合福島店
福島県観光物産館
会津ブランド館
七日町駅カフェ
会津武家屋敷
道の駅西会津
ギフトプラザ
ふくしま市場
福島県八重洲観光交流館
窯の美里いわたて
うめ八

福島県郡山市中町13-1
福島県福島市八木田並柳116
福島県福島市三河南町１-20 コラッセふくしま1階
福島県会津若松市七日町6-15
福島県会津若松市七日町5-1
福島県会津若松市東山町石山院内1
福島県西会津町野沢字下條乙1969-26
福島県会津若松市インター西106
東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店内
東京都中央区八重洲 2-6-21 三徳八重洲ビル 1F
福島県会津美里町字瀬戸町甲3162
東京都八王子市本町3-8

(024)-932-0001
(024)-521-5151
(024)-525-4031
(0242)-25-4141
(0242)-39-3880
(0242)-28-2516
(0241)-45-3235
(0242)-22-0700
(03)-5659-2762
(03)-3275-0855
(0242)-56-5181
(024)-627-0188

（有）白虎食品 http://byakko-food.shop-pro.jp/ TEL(0242)-56-5530
●会津みしらず乾燥柿
磐梯山ＳＡ（上り）
駅カフェ
道の駅「喜多方ふるさと」
コラッセふくしま
郡山駅売店「地酒の森」
うすい百貨店
庄助の宿 瀧の湯
御宿 東鳳
ＪＡあいづ「まんま～じゃ」

福島県耶麻郡磐梯町更科
福島県会津若松市七日町5-1
喜多方市松山町島見山
福島県福島市三河南町1-20
福島県郡山市字燧田195
福島県郡山市中町13-1
福島県会津若松市東山温泉108
福島県会津若松市東山町石山院内706
福島県会津若松市扇町49

(0242)-63-0690
(0242)-39-3880
(0241)-21-1139
(024)-525-4031
(024)-925-6500
(024)-932-0001
(0242)-29-1000
(0242)-38-3361
(0242)-24-0831

（株）ハヤオ http://hayao-029.com/ TEL(0242)-27-3361
●ゴールド麗華（馬油）
（株）ハヤオ本社

福島県会津若松市花春町6-6

(0242)-27-3361

（株）會津松本 http://www.aizu-matsumoto.co.jp/ TEL(0242)-28-3100
●会津桐たんす
會津松本・東西館

福島県会津若松市慶山1丁目14-53

(0242)-28-3100

（株）有紀 http://www.yuki-s.jp/ TEL(0242)-39-2308
●会津桐 結び箸
歳時記市場
㈱有紀郡山ショールーム

福島県会津若松市中町3-53 会津ロイヤルプラザ1F
福島県郡山市香具池1-6-9

(0242)-28-4474
(024)-991-8377

（株）咲乃 http://sakino38.com/ TEL(0242)-36-7020
●咲乃 化粧品シリーズ
㈲ハニー松本
福島県会津若松市材木町2-1-4
Bus Cafe & natural select shop 青 - AO 福島県会津若松市大町1-1-57
裏磐梯物産館
福島県耶麻郡北塩原村桧原湯平山1171
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(0242)-27-2131
(0242)-85-6984
(0241)-32-3751

