
〔県外食肉販売店〕

店　　  　名 住　　　　　所

堀之内商会 鹿児島県大口市里2210

㈱松源 本店 和歌山市吹上2丁目4番50号

㈱松源 海南日方店 海南市日方上芦原1030番地

㈱松源 下津店 海南市下津町丁65-1

㈱松源 箕島店 有田市箕島721番地1

㈱松源 粉河店 那賀郡粉河町粉河785番地

㈱松源 泉佐野店 泉佐野市鶴原843番地

㈱松源 妙寺店 伊都郡かつらぎ妙寺160番地8

㈱松源 吉備店 有田郡吉備町下津野558番地

㈱松源 高野口店 伊都郡高野口町名倉東大芝199-1

㈱松源 栄谷店 和歌山市延時字水口10番地1

㈱松源 橋本店 橋本市東家1丁目166番地1

㈱松源 熊取五門店 泉南郡熊取町五門2-7-17

㈱松源 貴志川店 紀の川市貴志川町神戸字野手218イオンタウン貴志川ショッピングセンター内

㈱松源 長滝店 泉佐野市長滝1677番地2

㈱松源 吉札駅前店 和歌山市吉札1612番地2

㈱松源 湯浅店 有田郡湯浅町湯浅1658番地1

㈱松源 西浜店 和歌山市西浜1026番地1

㈱松源 貝塚鳥羽店 大阪府貝塚市鳥羽58

㈱松源 光明池店 大阪府和泉市和田256

㈱松源 岩出店 和歌山県那賀郡岩出町大町字大町後58-2

ハンナンフーズ関西 堺市八下町1-122

㈱越前屋 大阪市西成区鶴見橋1-14-32

ニチエー さんらいず店 広島県福山市今津町３－２－２７

ニチエー 沼田東店 広島県三原市沼田東町本市61

ニチエー 宮浦店 広島県三原市宮浦4丁目9-8

ニチエー 江南店 広島県三原市和田１－８－１

ニチエー 沼南店 広島県福山市沼隈町大字草深２０１１－１

ニチエー 瀬戸店 広島県福山市瀬戸町山北451

ニチエー 柳津店 広島県福山市柳津町2271-150



〔県外食肉販売店〕

店　　  　名 住　　　　　所

佐竹食品㈱千里丘店 摂津市千里丘東2-11-13

佐竹食品㈱茨木店 茨木市西駅前町10-28

㈱日の出屋　岩橋店 堺市南半町西2-1-10

泰平商事㈱ 神奈川県平塚市西真土1-3-8

九州逸品銘柄肉　にくよし　サニーサイドモール小倉店 北九州市小倉南区下曽根新町10-1　サニーサイドモール小倉店内

㈱柿安本店 博多大丸店 福岡市中央区天神1丁目4番1号博多大丸東館地下2F

㈱三崎ストアー 本店 石川県金沢市弥劺町口71番地

㈱三崎ストアー モモサカ店 石川県金沢市百坂町二25番地

㈱三崎ストアー サンパーク店 石川県能美郡辰口町時辰口505番地

㈱タジマ 三郷店 埼玉県三郷市彦成4-184

㈱タジマ 吉川南店 埼玉県吉川市道庭2-9-2

㈱タジマ 大袋店 埼玉県越谷市袋山字天沼1413-1

㈱タジマ 高州店 埼玉県三郷市高州1-49

㈱タジマ 吉川店 埼玉県吉川市吉川団地1-9

㈱タジマ 王子店 東京都北区王子5-2

㈱タジマ 武里店 埼玉県春日部市大字大場字裏1059-1

ニチエー 新市店 広島県福山市新市町宮内40番1

㈲丸中精肉店 京都府八幡市男山石城9-12 スーパーナカガワ男山店内

㈱石井大一商店 千葉県市川市塩浜3-27-4

㈱タジマ武蔵浦和白幡店 埼玉県さいたま市南区白幡6丁目10番地

こだわり家 金子精肉店 横浜市南区永田北3丁目25-34

スーパーキタムラ 東京都大田区南馬込4-21-10

横浜松坂屋ストア本郷台店 横浜市栄区小管ヶ谷1丁目4番7号

㈲ミートショップ井上 広島県福山市引野町北3丁目11番6号

ミート・カネショウ 広島市安佐北区口田1丁目15-22

㈱タジマ 新栄店 埼玉県草加市新栄町堤外大沼809

㈱松源 御坊店 和歌山県御坊市薗53番4

㈱タジマ 大里店 埼玉県越谷市大里146-3

㈱シェルガーデン 東京都目黒区自由が丘2-23-1

九州逸品銘柄肉　にくよし　サンリブシティ小倉店 福岡県北九州市小倉南区上葛原2丁目14-101　サンリブシティ小倉店内



〔県外食肉販売店〕

店　　  　名 住　　　　　所

タケダハム㈱ 大阪市浪速区大国2-16-15

メグリア 本店 愛知県豊田市山之手8丁目92番地

メグリア 三好店 愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘2丁目1番地5

メグリア 藤岡店 愛知県豊田市西中山町道具101番

㈱エッセンハウス 肉処きしもとトキハ本店 大分県大分市府内町2-1-4

㈱タジマ 木崎店 埼玉県さいたま市浦和区木崎4-2-1

肉のやまひろ 大阪府貝塚市海塚124

エミフルMASAKI 愛媛県伊予郡松前町筒井850

たつ屋 橿原店 奈良県橿原市八木町1-8-6

たつ屋 奈良店 奈良県奈良市針町786-2

フジグラン広島 広島県広島市中区宝町2-1

㈱かわねや 木崎店 茨城県常陸太田市木崎二町874

㈱かわねや フェスタ店 茨城県常陸太田市金井町江向2918

㈲丸福 大阪府大阪市北区天満3丁目6－14天満ハウス1階

㈲西島畜産 東京都杉並区西萩原2-12-4

㈱新長 広島県広島市中区大手町5丁目6-15

㈱大西食品 和歌山県田辺市上の山1-12-2

㈱舞フーズ・田中 兵庫県姫路市三左衛門堀東の町１番地

卸値市場 ヨシムラ ハッスル３ 天理店 奈良県天理市田町410-1

㈱松源 内原店 和歌山県和歌山市内原736番地1

㈱伊藤精肉店 下関市幸町13-20

㈱東急ストアたまプラーザテラス店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目1番地

ハローダイキョウ高槻店内㈱マルヨシ 大阪府高槻市高槻町17-4

東野精肉店 大阪府堺市桃山台3丁目1-16スーパーQA内

㈲ミートショップ結城屋 東京都大田区蒲田2-4-1

㈱カワイ本店 香川県高松市栗林町3-11-28

㈱日露本店 香川県高松市百間町1-9

京阪サ・ストアフレスト松井山手店 京都府京田辺市山手中央2-2

京阪サ・ストアフレスト香里園店 大阪府寝屋川市香里南之町19-1

肉の神戸屋 福岡県行橋市大橋3-6-9



〔県外食肉販売店〕

店　　  　名 住　　　　　所

ミートたまや 山口県下関市上条町1-19

ミートショップ井上 山口県下関市長府中浜町6-12

肉の山田屋 福岡県北九州市八幡東区高見2丁目7-5荒生田内

㈱アカシヤ ＪＲ西宮駅前店 兵庫県西宮市西福町2丁目24番

㈱アカシヤ 長尾店 大阪府枚方市長尾台2-1-1

㈱松源 河内長野店 大阪府河内長野市西之山町5-20じゃんぼスクエア河内長野店内

フードステージ日之出屋 堺駅南口店 大阪府堺市栄橋町1丁目10-1号

㈱ミートップ肉匠 源蔵 千葉県松戸市日暮5-185

生鮮卸値市場本店 大阪府岸和田市土生町4094番地

㈱アカシヤ淡路店 大阪市東淀川区東淡路4-33-34

フジグラン高陽店 広島市安佐北区亀崎1-1-6

フジグラン緑井店 広島市安佐南区緑井1-5-2

パルティ・フジ井口 広島市西区井口台2-23-24

パルティ・フジ道後 愛媛県松山市道後町1丁目1番地12号

フジグラン松山 愛媛県松山市宮西1丁目2番1号

パルティ・フジ庚午 広島市西区庚午南1丁目32番48号

ヴェスタ白島店 広島市中区白島中町14番29号

江崎精肉店 北九州市小倉北区三郎丸３－６－２０久野ビル１F

フジグラン 岩国 山口県岩国市麻理布町2-9-8

フジグラン 宇部 山口県宇部市明神町3-1-1

㈱パリヤ 滋賀県彦根市長曽根南町472-2

㈱松源 コムボックス 光明池店 大阪府和泉市室堂町824-36

㈱古場 福岡県北九州市小倉北区魚町4丁目5-2旦家中

明治屋産業㈱お肉のBIGBIG 神奈川県相模原市相模大野4-4-3

精肉ふじわら 徳島県板野郡松茂町広島字東裏三

池口精肉店 広島県福山市新涯町5丁目31番39号

一力商店 北海道芦別市南1条東2丁目12番地

川部精肉店 大分県下毛郡本邪馬渓町大字跡田272-6

㈱肉乃天野 広島県広島市中区河原町15-18

㈱スーパー大栄 東折尾店 北九州市八幡西区友田3-9-10



〔県外食肉販売店〕

店　　  　名 住　　　　　所

フードガーデンニチエー中之町店　 広島県三原市中之町2-18-8

シズカフード㈱ 山口県下関市下関大丸地下1階

㈱ことぶき精肉店 愛媛県西条市朔日市851-4

ベイシア青梅インター店 東京都青梅市新町6丁目16番15

㈱スーパー大栄 メルクス宇佐店 福岡県宇佐市大字法鏡寺500番地

㈱スーパー大栄 香月西店 福岡県北九州市八幡西区香月西3丁目1番1号

㈱スーパー大栄 Ｄ＆Ｄ中津店 大分県中津市大字江永添603番地

㈱スーパー大栄 Ｄ＆Ｄ行橋店 福岡県行橋市中津熊285番地の1

㈲ヨシモリ 大分県富士見が丘東3丁目1-13

㈱マルナカ新居浜本店 愛媛県新居浜市上泉町12-1

㈱マルナカ豊浜店 香川県観音寺市豊浜町姫浜1158

㈱マルナカ国分寺店 香川県高松市国分寺町新居1080-1

アトム㈱ 福岡県福岡市東区松島5丁目17-25

㈲丸福ミート 福岡県北九州市八幡西区真名子2-2-1

㈱スーパー大栄 Ｄ＆Ｄ豊前店 福岡県豊前市大字岸井394番地

㈱スーパー大栄 サンディ筥松店 福岡県福岡市東区筥松3丁目3番14号

京阪ザストアフレスト天満橋 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1

中央音野 大阪府大阪市福島区野田2丁目4-5

㈱ジャパンウエスト
大阪府大阪市福島区野田1-1-86大阪市中央卸売市場関連棟49・
19

生協ひろしま 高陽店 広島県広島市安佐北区口田南8-14-6

生協ひろしま 五日市北店 広島県広島市佐伯区八幡東2-29-38

生協ひろしま 焼山店 広島県呉市焼山中央3-15-60

生協ひろしま コープ東広島店 広島県東広島市西条町寺家6579-1

生協ひろしま コープ安東店 広島県広島市安佐南区安東1-1-8

フレッシュミートがなは 沖縄県名護市宮里1410-1

水田精肉店 福岡県朝倉市杷木久喜宮1999-11

フードグラン ニチエー三成店 広島県尾道市美ノ郷町三成1633

ベイシア佐倉店 千葉県佐倉市寺崎特定土地区画整理事業10街区1画地

トヨタ生協メグリアエムパーク店 愛知県豊田市前山町1丁目27番地

岡田商店本店 鳥取県境港市新屋町3533



〔県外食肉販売店〕

店　　  　名 住　　　　　所

㈲岡田商店　宗像店 鳥取県米子市宗像530-1

京阪ザストアフレスト長尾店 大阪府枚方市長尾元町2-28

㈱松源 大和郡山店 奈良県大和郡山市南郡山町529-2

㈱松源 橋本林間店 和歌山県橋本市三石台1丁目2-1

㈱松源 岸和田西之内店 大阪府岸和田市西之内町740番地1

㈱エブリイ　Ｔｉｅｎｔ　エブリイ緑町店 広島県福山市緑町２番1-２

あんずの直売所　お肉の工場直売所　松島店 福岡県福岡市東区松島6-12-3　ANZU TERRACE １F

あんずの直売所　お肉の工場直売所　福間店 福岡県福津市手光南1-1-10

㈱いづみや 富山県滑川市常盤町181-17　ＳＣエール内

㈲Two Village 大阪府箕面市小野原5-12-5

やまいち精肉店 広島県東広島市西条中央1-6-1　龍玉マンション1階

ポピア南海ミート販売 大阪府堺市堺区車之町西2丁目2番8号

株式会社　マルナカ　洲本内膳店 兵庫県洲本市上円膳418番1

株式会社　マルナカ　スーパーセンター徳島店 徳島県徳島市西新浜町１丁目６－１

株式会社　マルナカ　イオンタウン宇多津 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁16

株式会社　マルナカ　パワーシティ　丸亀店 香川県丸亀市新浜町１丁目803-2

株式会社　マルナカ　パワーシティ　屋島店 香川県高松市屋島西町字百石1912-1

株式会社　マルナカ　パワーシティ　レインボー店 香川県高松市多肥町1552-17

株式会社　マルナカ　パワーシティ　鳴門店 徳島県鳴門市撫養町大桑島寧岩浜4-1

株式会社　マルナカ　脇町店 徳島県美馬市脇町拝原1711-1

株式会社日南 東京都練馬区旭町１丁目４２番２号

ミートショップニチナン　光ヶ丘IMA店 東京都練馬区光が丘5-1-1-B１F

肉の日南　十条店 東京都北区十条仲原1-25-13

あんずの直売所お肉の工場直売所マークイズ福岡ももち店 福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２番１号

株式会社ニチエー　三吉店 広島県福山市三吉町４丁目１番８号

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ吹田店 大阪府吹田市朝日町19-14

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ豊中店 大阪府豊中市服部豊町2-19-23

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ池田鉢塚店 大阪府池田市鉢塚2-2-2

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ新大阪三国店 大阪市淀川区西三国1-8-42

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ鳥飼店 大阪府摂津市鳥飼八防1-10-11



〔県外食肉販売店〕

店　　  　名 住　　　　　所

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ奈佐原店 大阪府高槻市奈佐原1-5-7

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ門真本町店 大阪府門真市本町39-22

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ高槻店 大阪府高槻市松原町4-7

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ赤川店 大阪市旭区赤川3-3-30

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ枚方西禁野店 大阪府枚方市西禁野1-1-10

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ園田店 兵庫県尼崎市東園田町4丁目8-1

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ大和田店 大阪府門真市大橋町29-10

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ坊島店 大阪府箕面市坊島1-1-8

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ茨木市役所前店 大阪府茨木市駅前3-10-13

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ上新庄店 大阪市東淀川区大隅1丁目2-11

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ耳原店 大阪府茨木市耳原2-2-3

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ東別府店 大阪府摂津市東別府4-4-19

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ江坂店 大阪府吹田市広芝町15-23

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ大峰店 大阪府枚方市大峰南町7-1

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ長尾店 枚方市藤阪中町11-25

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ南茨木店 茨木市沢良宜西2-8-20

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ川西下加茂店 川西市下加茂1-21-11

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ千成店 大阪府豊中市千成町2-7-4

業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ宝持店 東大阪市宝持3-1-5

佐竹食品(株)朝日町本店 大阪府吹田市朝日町14-19

佐竹食品(株)久宝寺駅前店 大阪府八尾市跡部北の町3-2-2

佐竹食品(株)コア古川橋店 大阪府門真市垣内町1-20

佐竹食品(株)大池店 大阪府茨木市大池1丁目1-35

佐竹食品(株)高槻城西店 大阪府高槻市城西町2-5

佐竹食品(株)尼崎道意店 兵庫県尼崎市道意町7-1アマドゥ内

佐竹食品(株)梶町店 大阪府守口市梶町4丁目66-5

佐竹食品(株)寝屋川ワカバ店 大阪府寝屋川市池田本町7-6

佐竹食品(株)Pan to me 吹田市元町6-4　1F

佐竹食品(株)岸辺駅前店 吹田市岸部南1-9-10



〔県外食肉販売店〕

店　　  　名 住　　　　　所

佐竹食品(株)ビエラ千里丘店 吹田市長野西9-6


