地域

得意先名

住所

電話番号

取り扱い商品

【福岡地区】
福岡市

エビス屋酒米店

福岡市早良区干隈3丁目30-5

092-801-4373

磨き大島

早良区

オーリック 西新店

福岡市早良区西新5-15-6吉武ビル1F

092-407-7805

磨き大島、529

ガリバー 西新店

福岡市早良区城西2丁目10-49

0120-748-840

529、一寸先は光

高田 西新店

福岡市早良区西新1-8-13

092-821-1033

529

トライアングル 次郎丸店

福岡市早良区次郎丸3-24-13

092-865-8616

磨き大島、529

藤田酒店

福岡市早良区干隈4丁目24-23

092-801-4037

磨き大島、529

オーリック 六本松店

福岡市城南区鳥飼5丁目13-33

092-707-7091

磨き大島、529

リラックス 片江店

福岡市城南区片江3丁目12-33

092-874-3757

磨き大島、529、芋っ子

オーリック 今泉店

福岡市中央区今泉2-1-4今泉ビル1F

092-791-2712

磨き大島、529

オーリック 大丸福岡天神店

福岡市中央区天神1-4-1本館B2

092-712-3325

磨き大島

オーリック 大名店

福岡市中央区大名1-3-39養巴ビル1F

092-737-6240

529

オーリック 天神店

福岡市中央区天神3-5-2ドリーム天神1F

092-791-3492

磨き大島、529

ガリバー 薬院店

福岡市中央区薬院2-5-30

092-739-3001

磨き大島、529

小谷酒舗

福岡市中央区大名1-11-13

092-741-2924

磨き大島、529

スーパーいせや春吉店

福岡市中央区春吉2-8-16

092-725-0768

磨き大島、529

ＦＭボンド

福岡市西区福重1-3-18

092-892-4141

磨き大島、529

オーリック 福重店

福岡市西区石丸2-9-17

092-707-7300

磨き大島、529

シンドバット 小戸店

福岡市西区小戸2-1-32

092-881-0036

529、ちょうちょうさん

ステーションフード

福岡市西区姪浜4-8-2

092-882-3211

529

フードウェイ 小戸店

福岡市西区小戸3-24-53

092-892-1208

磨き大島、529

A-プライス 竹下駅前店

福岡市博多区竹下4-6-12

092-471-6521

磨き大島、529

DSボンド

福岡市博多区対馬小路8-9

092-282-4141

磨き大島、529

石蔵屋酒店

福岡市博多区東比恵2丁目13-23

092-441-3974

芋っ子

イトウ洋酒店

福岡市博多区中洲4丁目2-17

092-291-6058

529

オーリック 春日店

福岡市博多区西春町4-1-20 生和ビル１階

092-558-1433

磨き大島、529

オーリック 中州店

福岡市博多区中洲4-3-18福岡東映プラザビル1F

092-282-7842

磨き大島、529

オーリック 博多駅前店

福岡市博多区博多駅前3-20-3

092-409-4351

磨き大島、529

ガリバー 店屋町店

福岡市博多区店屋町3-19

092-271-3434

磨き大島、529

千成屋酒店

福岡市博多区比恵町12-8

092-431-7004

磨き大島、529、芋っ子

博多阪急

福岡市博多区博多駅中央街1-1

092-419-6051

529

ヒラノ酒店

福岡市博多区諸岡1-16-23

092-571-7146

磨き大島、529、芋っ子、ちょうちょうさん

山崎酒店

福岡市博多区上川端町10-15

092-271-1810

磨き大島、529

吉塚酒店

福岡市博多区吉塚3-15-10

092-622-4335

磨き大島、529

A-プライス 松崎店

福岡市東区松崎2-21-21

092-674-3751

磨き大島、529

あんくるふじや 香椎店

福岡市東区香椎駅前1-18-25

092-410-2081

529

トライアングル 原田店

福岡市東区原田3-6-19

092-612-6878

磨き大島、529

オーリック 大橋店

福岡市南区大橋1丁目3-10

092-408-5172

磨き大島、529

オーリック 高宮店

福岡市南区大楠3-28-30

092-707-3073

磨き大島、529

酒のハンモック

福岡市南区長岡3丁目23-24

092-561-6243

529

新三浦酒店

福岡市南区柏原1丁目12-4

092-566-3236

磨き大島、一寸先は光

柳酒店

福岡市南区大橋4丁目19-25

092-511-3939

529

ガリバー 大橋店

福岡市南区塩原3丁目17-5

092-557-1234

529

Aコープ 志摩店

糸島市志摩初192-1

092-327-0049

磨き大島、529

Aコープ 前原駅南店

糸島市前原駅南二丁目2番1号

092-322-2861

磨き大島、529

あんくるふじや 前原店

糸島市前原西2-1-19

092-322-6959

529

伊藤酒店

糸島市篠原西1-9-6

092-323-4841

芋っ子

江川酒店

糸島市前原中央3-17-8

092-322-2634

529

城南区

中央区

西区

博多区

東区

南区

糸島市

糟屋郡

古賀市

川久保酒店

糸島市南風台8-3-3

092-330-8001

529、芋っ子

蔵屋

糸島市浦志1-7-5

092-322-2881

磨き大島、529、芋っ子

トラヤミートセンター

糸島市末永418-8

092-323-8031

529

フードウェイ 前原店

糸島市前原東1-6-27

092-324-6247

磨き大島

オーリック 志免店

糟屋郡志免町南里6-14-5

092-410-2618

529

酒のNAGASAKI

糟屋郡新宮町下府3丁目18-1

092-962-3333

529

Aコープ 須恵店

糟屋郡須恵町大字旅石184-1

092-935-0811

529 、芋っ子

Aコープ 久山店

糟屋郡久山町久原2618

092-976-0004

529 、芋っ子

フードウェイ トリアス店

糟屋郡久山町大字山田1183-1

092-957-5050

529

Aコープ 米多比店

古賀市米多比1513-1

092-946-3012

529 、芋っ子

オーリック 古賀店

古賀市花見南2丁目10-5ヴェルデバイナスF1

092-410-9460

529

千鳥屋酒店

古賀市舞の里2丁目11-24

092-944-1181

磨き大島、529

那珂川市

あんくるふじや 那珂川店

那珂川市片縄10-22-1

092-951-2881

529

大野城市

A-プライス 大野城店

大野城市御笠川2丁目9番18号

092-587-0411

529

マルタマ牛頸店

大野城市牛頸4丁目3-15

092-596-7626

529

マルタマ筒井店

大野城市筒井1丁目5-20

092-582-5352

529

筑紫野市

リラックス 筑紫野店

筑紫野市二日市北6丁目19-15

092-919-2323

磨き大島、529、芋っ子

二日市市

オーリック 二日市店

筑紫野市二日市中央1丁目9-5

092-408-4585

529

リラックス 二日市店

筑紫野市二日市南3-7-11

092-919-5818

529

Aコープ あさくら店

朝倉市宮野2130-1

0946-52-0160

529、芋っ子

Aコープ あまぎ店

朝倉市屋永4334-10

0946-24-5188

磨き大島、529、芋っ子

あんくるふじや 甘木店

朝倉市甘木336-1

0946-21-6100

529

Aコープ 夜須店

朝倉郡筑前町篠隈字鴨牟田183-1

0946-42-1789

529、芋っ子

Aコープ みわ店

朝倉郡筑前町新町338-1

0946-21-7778

529

Aコープ 大分店

飯塚市大分1510-20

0948-72-0364

529、芋っ子

池松酒店

飯塚市菰田241

0948-22-2881

磨き大島、529、芋っ子

くにまる酒店

飯塚市津原649-5

0120-25-3033

芋っ子

ハイマート 飯塚店

飯塚市潤野字丁の町885-33

0948-26-3220

磨き大島、529

フードウェイ 新飯塚店

飯塚市立岩964-32

0948-21-7077

磨き大島、529

室井酒店

飯塚市片島2丁目21-22

0948-22-4488

529

嘉麻市

フードウェイ 稲築店

嘉麻市岩崎820番地1

0948-83-5228

529、いつもの奴、一寸先は光

鞍手郡

山下酒店

鞍手郡小竹町勝野3803-1

0949-62-0037

529

田川市

うえだ酒店(STAR JAPAN)

田川市大字夏吉869-1

0947-45-8101

磨き大島、529、一寸先は光

お酒のサンヨー田川店

田川市中央町5-42

0947-44-8002

磨き大島、529、芋っ子

あんくるふじや 鷹見台店

北九州市八幡西区鷹見台1丁目1-46

093-482-7102

529

フードウェイ マルシェ大畠店

北九州市小倉北区大畠2丁目6-39

093-521-3947

529、一寸先は光

フードウェイ 中間店

中間市中鶴4丁目5-7

093-243-3030

磨き大島、529

Aコープ あらき店

久留米市荒木町白口2317-3

0942-26-7895

磨き大島、芋っ子

Aコープ 田主丸店

久留米市田主丸町豊城75-1

0943-73-1410

磨き大島、529、芋っ子

青木悦蔵酒店

久留米市日吉町15-15

0942-33-3131

磨き大島

青木酒店

久留米市西町1179

0942-35-2233

磨き大島

あんくるふじや 久留米店

久留米市小森野4丁目7-33

0942-30-2020

529

あんくるふじや 久留米東店

久留米市田主丸中尾873-31

0943-73-3620

529

あんくるふじや 久留米南店

久留米市南4丁目12-5

0942-21-8223

529

あんくるふじや 三潴店

久留米市三潴町玉満972

0942-51-6501

529

ヴァンドール百年屋

久留米市新合川1丁目2-1(ゆめタウン内)

0942-45-7122

磨き大島

リラックス 上津バイパス店

久留米市上津町本山2-5-8

0942-22-5522

磨き大島、529

リラックス 野中店

久留米市諏訪野町2157-2

0942-46-5800

磨き大島、529、芋っ子

朝倉市

朝倉郡

【筑豊地区】
飯塚市

【北九州地区】
北九州市

中間市

【筑後地区】
久留米市

三井郡

Aコープ 大刀洗店

三井郡大刀洗町大字本郷1108-1

0942-77-2661

529、芋っ子

柳川市

Aコープ 柳川店

柳川市三橋町大字垂見6-1

0944-73-9101

529、芋っ子

うきは市

Aコープ うきは店

うきは市浮羽町朝田584-1

0943-77-5439

磨き大島、529、芋っ子

Aコープ よしい店

うきは市吉井町356-5

0943-75-2488

磨き大島、529、芋っ子

A-プライス 大牟田店

大牟田市北磯町2-46

0944-51-9710

529

大牟田市

