
地域 得意先名 住所 電話番号 取り扱い商品

【長崎地区】

長崎市 A-プライス 長崎住吉店 長崎市住吉町3-1 サン住吉ビル1階  095-842-8700 磨き大島、529

A-プライス 長崎万屋町店 長崎市万屋町5-38 095-829-5501 磨き大島、529、亦一

Ｙショップ石本酒店 長崎市諏訪町4-13 095-822-1653 529

燈屋酒店・AKARIYA 長崎市横尾2丁目17-14　 095-856-7775 磨き大島、七輝星

荒木酒店 長崎市宝町6-20　 095-844-1568 いつもの奴、ちょうちょうさん

伊王島アイランド長崎 ナギホテル 長崎市伊王島町1丁目3277-7 095-898-2202 磨き大島、529、長崎味自慢

伊王島アイランド長崎 ミナトホテル 長崎市伊王島町1丁目3277-7 095-898-2202 磨き大島、529

イオン チトセピア店 長崎市千歳町5-1 095-846-1147 磨き大島、いつもの奴、ちょうちょうさん、亦一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イオン 長崎店 長崎市新地町3-17 095-824-6211 磨き大島、いつもの奴

イオン 東長崎店 長崎市田中町1027-8 095-839-1110 磨き大島、いつもの奴、ちょうちょうさん、亦一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石橋屋酒店 長崎市樺島町2-10 095-823-2421 磨き大島、529

イズミ ゆめタウン夢彩都　 長崎市元船町10-1 095-823-3131
磨き大島、いつもの奴、ちょうちょうさん、大福帳、

磨き大島+529ギフトセット、亦一

猪ノ口屋商店 長崎市栄町4-11 095-821-0452 磨き大島、いつもの奴、ちょうちょうさん

ウミノ酒店 長崎市魚の町1-24　 0120-177-785 磨き大島

うらかわ酒店 長崎市エミネント葉山町4-10 095-857-3111 磨き大島、いつもの奴

エレナ 稲佐店　　　　　　　　 長崎市丸尾町1-3 095-801-3553 磨き大島、529、いつもの奴、一寸先は光

エレナ 上小島店 長崎市上小島2-4-45 095-832-2882 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

エレナ 福田店 長崎市大浜町1594-6 095-833-4008 磨き大島、529、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

エレナ 三和店　　　 長崎市布巻町997 095-892-7954 磨き大島、529、いつもの奴、

エレナ 小江原店　 長崎市小江原2-41-15 095-845-8100
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、

磨き大島+529ギフトセット

エレナ 深堀店（フレスポ深堀内）　　　　　 長崎市深堀1-145-24　 095-871-6355 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、芋っ子

エレナ 日見店　　　　　 長崎市宿町3-17 095-833-0301 磨き大島、529、芋っ子、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

エレナ 矢上店　　 長崎市矢上町8-17 095-865-9500 磨き大島、529、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

エレナ 葉山店　　　　　　　　 長崎市葉山一丁目28-15 095-801-3636 磨き大島、529、いつもの奴、一寸先は光

大井酒店 長崎市大浦町8-33　 095-821-4618 磨き大島、529、ちょうちょうさん、磨き大島2本ギフトセット

大田屋酒店 長崎市丸山町1-26 095-823-1007 磨き大島

大場酒店 長崎市富士見町20-22 095-861-1275 磨き大島、529、一寸先は光、磨き大島+529ギフトセット

オーリック 長崎店 長崎市籠町5-17 095-826-3206 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

お酒のとくやま（徳山酒店） 長崎市松山町3-91　 095-847-0058 磨き大島

かごや酒店 長崎市本尾町6-2 095-844-3044 磨き大島

片岡酒店 長崎市石神町13-31 095-844-0585 529

カネコ酒店 長崎市ダイヤランド1-29-18 095-879-3541 磨き大島、529、芋っ子

川原商店（リラックス滑石店） 長崎市滑石5丁目3番7号 095-857-1200 磨き大島、529

キムラ酒店 長崎市川平町1225-10　 095-844-5647 磨き大島、一寸先は光、いつもの奴

桑原晨伸酒店 長崎市蚊焼町2146 0120-220-118 磨き大島

小林酒店 東長崎駅前支所店 長崎市矢上町20-10 095-838-3053 磨き大島、529、ちょうちょうさん

小林酒店 本店 長崎市矢上町6-10 095-838-2022 磨き大島、529

小山酒店 長崎市花丘町14-1 095-844-7462 磨き大島

近藤酒店 長崎市田上2-9-3 095-823-5213 529

さかい酒舎 長崎市浜口町9-8　 095-844-0207 磨き大島

酒の吉田屋 長崎市籠町5-4　 095-826-3206 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、恋のオランダ坂

さざん荒木酒店 長崎市小ケ倉町2丁目32 095-878-4538 磨き大島、恋のオランダ坂

サラダ館 戸石店　　　　 長崎市戸石町1317-1 095-832-0770 磨き大島+529ギフトセット

サラダ館 若草店　　 長崎市若草町12-24 095-848-2643 磨き大島+529ギフトセット

志田酒店 長崎市長浦町2691-3 095-885-2611 磨き大島、529、一寸先は光

シップサイド 長崎市元船町17-3  095-823-3370 磨き大島

旬彩館 MAWATARI 長崎市深堀町1-11-44  095-871-5711 磨き大島、529

ジョイフルサン 江川店　　　　　　　 長崎市江川町232番地 095-878-8122 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島2本ギフトセット

ジョイフルサン 山里店　　　　　　　 長崎市平和町10番10号 095-844-0989 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島2本ギフトセット

ジョイフルサン 住吉店　　　　　　　 長崎市中園町42番1 095-846-2255 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島2本ギフトセット

ジョイフルサン 城栄店　　　　　　　 長崎市城栄町20番2号 095-845-3593 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島2本ギフトセット

ジョイフルサン 新大工店　　　　　　 長崎市片淵1丁目12番25号 095-826-5226 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島2本ギフトセット

ジョイフルサン 大浦店　　　　　　　 長崎市相生町1番5号 095-821-6832 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島2本ギフトセット

ジョイフルサン 宝町店　　　　　　　 長崎市宝町8番1号 095-845-3166 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島2本ギフトセット

ジョイフルサン 本原店　　　　　　　 長崎市扇町4番1号 095-813-1313 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島2本ギフトセット

ジョイフルサン 木鉢店　　　　　　　 長崎市木鉢町2丁目127番地１号 095-865-5117 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島2本ギフトセット

すみや アミュ店　 長崎市尾上町1-1　アミュプラザF1  095-808-3833 磨き大島、長崎味自慢

すみや ホテルニュー長崎ビル店　 長崎市大黒町14-5 095-828-3733 磨き大島、長崎味自慢

苑田酒店 長崎市小曽根町5-7 095-823-3067 磨き大島

ダイレックス 岩見店 長崎市岩見町25番1号 095-832-1323 いつもの奴、ちょうちょうさん

ダイレックス 長崎店 長崎市新戸町3丁目2番15号 095-878-3900 いつもの奴、ちょうちょうさん

ダイレックス 滑石店 長崎市滑石3丁目19番1号 095-855-0741 いつもの奴、ちょうちょうさん

ダイレックス 東長崎店 長崎市高城台1丁目1番10号 095-839-8188 いつもの奴、ちょうちょうさん

ダイレックス 福田店 長崎市大浜町1605番地1 095-832-9520 いつもの奴、ちょうちょうさん

ダイレックス 三重店 長崎市三京町646-26 095-840-1510 いつもの奴、ちょうちょうさん

ダイレックス 若葉町店 長崎市若葉町4番23号 095-894-8450 いつもの奴、ちょうちょうさん

高田酒店 長崎市銀屋町2-12　 0958-21-7361 磨き大島、ちょうちょうさん

高比良米店 長崎市界1-1-1 095-837-1313 磨き大島

田中酒店 長崎市本石灰町4-10 095-825-1508 磨き大島、529

田中酒店 長崎市西山台2丁目13-6 095-846-3338 磨き大島

ダンクユー本店 長崎市滑石5丁目1-15 095-856-2105 磨き大島、529、いつもの奴

寺平酒店 長崎市桜馬場2-4-20 095-822-3624 磨き大島、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

堂口酒店 長崎市若草町14-16 095-844-2548 磨き大島、磨き大島+529ギフトセット

東美　新大工店 長崎市新大工町5-7　 095-818-3633 いつもの奴

東美　田上店 長崎市田上2丁目6-9 095-821-3413 いつもの奴

トップリカーズ 長崎店(石津酒店) 長崎市田上3-1-11 095-823-7632 磨き大島、磨き大島+529ギフトセット

トップリカーズ 滑石店(松本酒店) 長崎市滑石2-1-56 095-856-0438 磨き大島、いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 琴海店 長崎市西海町1715番地1 0958-84-1056 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 中里つつじが丘店 長崎市中里町1484-1 0958-38-6065 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 鳴見店 長崎市鳴見町43-2 0958-50-6770 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 三川店 長崎市三川町1311番地1 0958-49-0702 いつもの奴、ちょうちょうさん

ながい屋酒店　 長崎市坂本1-5-4 095-844-1422 磨き大島、529

中尾酒店 長崎市江川町235 095-878-3553 磨き大島

長崎県物産館　　 長崎市大黒町3-1県営バスターミナルF2 095-821-6580 磨き大島、529、いつもの奴、恋のオランダ坂、長崎味自慢

永田酒店 長崎市鳴滝2-8-7  095-822-8624 ちょうちょうさん

野上酒店（Ｙショップ彦見町店） 長崎市彦見町5-31 095-822-7747 磨き大島

浜屋百貨店 本店 長崎市浜町7-11 095-824-3221 磨き大島、いつもの奴、ちょうちょうさん

原田酒店 長崎市岩川町1番1号 095-845-6272 磨き大島

バリューはまきや 長崎市戸石町1317-1 095-833-0666 いつもの奴、ちょうちょうさん

平下商店 長崎市三和町800 095-879-1176 ちょうちょうさん

福島屋 長崎市野母町2151 095-893-0064 いつもの奴

ホットライン長崎 長崎市幸町1-3 095-826-1246 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

本馬酒店 長崎市諏訪町5-6 095-822-1046 いつもの奴



まさるフーズ がんばランド店　　　　 長崎市京泊3丁目1929-20 095-865-8888 磨き大島、529、芋っ子、いつもの奴、ちょうちょうさん

桝屋酒店 長崎市桜町1-2 095-824-1029 磨き大島

松尾酒店 長崎市旭町28-13 （旭大橋付近） 095-861-5960 いつもの奴、ちょうちょうさん

松尾酒店 長崎市浜町6-22   095-824-3131
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、

亦一、磨き大島+529ギフトセット

松尾酒店 長崎市元船町6-6  095-823-2658 磨き大島、529

松尾酒店 長崎市上小島3丁目1-31 095-822-6013 磨き大島

マックスバリュ 琴海店 長崎市琴海村松町714 095-884-0230 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 南長崎店 長崎市磯道町37-5 095-898-5077 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ メルクス長崎店 長崎市岩見町26-1 095-818-1123 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 矢上団地店 長崎市カキ道3-1-10 095-830-1783 磨き大島、いつもの奴

松崎酒店 長崎市滑石6丁目1-22 095-856-2818 磨き大島、529、ちょうちょうさん、

まるたか生鮮市場 小江原店　　　 長崎市小江原4丁目39番25号 095-849-6455 磨き大島、529、芋っ子、いつもの奴

まるたか生鮮市場 稲佐店　　　　 長崎市曙町15-2 095-861-6912 529

まるたか生鮮市場 西町店　　　　 長崎市三芳町11-7 095-846-0390 529、いつもの奴、芋っ子

まるたか生鮮市場 東長崎店　　　 長崎市平間町325-2 095-894-9100 529、いつもの奴

まるたか生鮮市場 矢の平店　　　 長崎市矢の平4丁目４−３３９−１ 095-895-7011 いつもの奴、芋っ子  

光富商店 長崎市万屋町1-21 095-822-0490 磨き大島、529

光永食料品店 長崎市船大工町3-17  095-821-1380 磨き大島、529

もみの木 長崎市南山手町1-18 095-824-7232 一寸先は光、いつもの奴、ちょうちょうさん、恋のオランダ坂、大福帳

森内酒店 長崎市大黒町12-3  095-822-1430 磨き大島、長崎味自慢

もりなが酒店 長崎市籠町8-35 095-825-3270 磨き大島

横田酒店 酒の宿 長崎市本石灰町1-7 095-822-7007 磨き大島

吉田酒店 長崎市油屋町3-26 095-822-8583 磨き大島

吉田酒店 長崎市恵美須町7-25　 095-821-1695
磨き大島、529、一寸先は光、いつもの奴、ちょうちょうさん、

芋っ子、恋のオランダ坂、長崎味自慢

ララコープ あたご店 長崎市愛宕4丁目18-20 095-825-5100 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、芋っ子、恋のオランダ坂

ララコープ 新戸町 長崎市新戸町2丁目8-1 095-879-1800 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、芋っ子

ララコープ なめし店 長崎市滑石2丁目9-26　ララなめし 095-855-1000 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、芋っ子

ララコープ 矢上店 長崎市東町1732-1 095-838-7300 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、芋っ子

西彼杵郡 イオン 時津店 西彼杵郡時津町浜田郷751-5 095-882-5191 磨き大島、いつもの奴、ちょうちょうさん、亦一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ウィズン女の都店（有）倉商　　 西彼杵郡長与町高田郷720-1 095-841-8533 磨き大島、529

エレナ 時津店　　　　　　　　 西彼杵郡時津町左底郷1832-1 095-865-8200 磨き大島、529、いつもの奴

エレナ 長与店　　　 西彼杵郡長与町吉無田郷2004-11 095-887-1158 磨き大島、529、いつもの奴

オレンジマートやまだ 西彼杵郡長与町岡郷25-2 095-883-2327 一寸先は光

ジョイフルサンママセンター 長与店 西彼杵郡長与町嬉里郷159 095-860-5556
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、

磨き大島  2本セット

大門　サニーピア店 西彼杵郡長与町吉無田郷879-146 095-887-1231 磨き大島

ダイレックス 時津店 西彼杵郡時津町日並郷1300番48 095-840-2222 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 時津店 西彼杵郡時津町西時津郷88-1 0958-82-7223 いつもの奴、ちょうちょうさん

西岡屋 西彼杵郡長与町高田郷57-1 095-856-1577 磨き大島

マックスバリュ 時津店 西彼杵郡時津町日並郷字火篭1320-110 095-813-2151 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 長与中央店 西彼杵郡長与町北陽台1-1-1 095-814-5570 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 長与店 西彼杵郡長与町マナビ野2-32-3 095-814-5001 磨き大島、いつもの奴

ララコープ ながよ店 西彼杵郡長与町高田郷1175-1 095-840-5300 磨き大島、529、芋っ子、いつもの奴、ちょうちょうさん

【県北地域】

佐世保市 A-プライス 佐世保 佐世保市福石町17-24 0956-26-1331 磨き大島、529、いつもの奴

イオン 佐世保店 佐世保市島瀬町10-9 0956-25-2525 磨き大島、いつもの奴、亦一

イオン 大塔店 佐世保市大塔町14-2 0956-27-2222 磨き大島、いつもの奴、ちょうちょうさん、亦一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イオン 佐世保白岳店 佐世保市白岳町50-1 0956-20-1800 磨き大島、いつもの奴、ちょうちょうさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

エレナ 相生店　　 佐世保市相生町2-5 0956-22-5551 磨き大島、529、いつもの奴

エレナ 相浦店　　 佐世保市川下町226-1 0956-26-2777
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、

磨き大島+529ギフトセット

エレナ えきマチ１丁目店　　 佐世保市三浦町21-1 0956-42-0001 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、芋っ子

エレナ 大野店　 佐世保市瀬戸越4-6-1 大野モール内 0956-76-8333
磨き大島、529、一寸先は光、いつもの奴、

磨き大島+529ギフトセット

エレナ 京坪店　 佐世保市京坪町5-10 0956-29-3300 磨き大島、529、一寸先は光、いつもの奴、

エレナ させぼ五番街店　 佐世保市新港町2-1 0956-59-5555 磨き大島、529、いつもの奴、芋っ子、一寸先は光

エレナ 大塔店　　 佐世保市大塔町6-1 0956-32-0200
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、

磨き大島+529ギフトセット

エレナ 天神店　　　　　　　　 佐世保市天神町1201-1 0956-59-6111 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

エレナ 名切店　　　　　 佐世保市名切町2-38 0956-24-3537 磨き大島、529、いつもの奴、

エレナ 早岐店　　　　　　　　 佐世保市早岐一丁目90-1 0956-59-6000 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

エレナ 広田店　　 佐世保市広田4-4-6 0956-27-5200
磨き大島、529、芋っ子、一寸先は光、

いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

エレナ ミニサンクル店　　　
佐世保市常盤町5番5号

ポレスター常盤タワーレジデンス1F
0956-22-7300 磨き大島、いつもの奴

エレナ 吉岡店　 佐世保市吉岡町1818 0956-40-9880 磨き大島、529、いつもの奴

エレナ 山祇店　　 佐世保市山祇町329番4 0956-33-4005 磨き大島、529、いつもの奴

鐘ヶ江商店 佐世保市祇園町2-24 0956-22-6352 磨き大島、529

九州酒問屋 佐世保市早岐3丁目1-10 0956-38-2053 磨き大島、529、一寸先は光、いつもの奴

小宮酒店 佐世保市折橋町3-8 0956-22-6676 磨き大島

酒のカムイ 佐世保市広田1丁目40-22 0956-38-2468 磨き大島、529、ちょうちょうさん、 大福帳

酒乃ひのまる 佐世保市山県町3-11 0956-22-5573 磨き大島、ちょうちょうさん

佐々商事（酒の行進丸） 佐世保市戸尾町3-10 0956-42-1358 磨き大島、529

佐世保四季彩館 佐世保市三河内本町289-1 0956-30-7744 磨き大島、529

佐世保玉屋 佐世保市栄町2-1 0956-23-8181 磨き大島、529、磨き大島+529ギフトセット

下川商店 佐世保市大和町990-3 0956-32-7676 磨き大島+529ギフトセット

ダイレックス 佐世保店 佐世保市卸本町337 0956-26-1739 いつもの奴、ちょうちょうさん

ダイレックス 早岐店 佐世保市広田3丁目38-6 0956-26-5670 いつもの奴、ちょうちょうさん

ダイレックス 矢峰店 佐世保市矢峰町157番地 0956-49-6777 いつもの奴、ちょうちょうさん

辻酒店 佐世保市日野町1180-2 0956-28-2449 磨き大島

辻商店 佐世保市鹿子前町942-3 0956-28-1811 磨き大島                                          

堤酒店 佐世保市京坪町2-13 0120-395-416 磨き大島、529

トゥインクル西沢 佐世保市本島町4-7 0956-24-4141 磨き大島+529ギフトセット

トップリカーズ江迎店（福田酒店） 佐世保市江迎町乱橋549-5 0956-65-2505 磨き大島、529

ドラッグストアモリ 大塔店 佐世保市大塔町2025-1 0956-31-5258 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 白岳店 佐世保市白岳町143番地1 0956-33-0006 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 早苗店 佐世保市早苗町524-2 0956-39-3566 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 矢峰店 佐世保市松原町20番1 0956-40-7723 いつもの奴、ちょうちょうさん

ヒロヤ酒店 佐世保市塩浜町7-23 0120-236-772 磨き大島、529

マックスバリュ 池野店 佐世保市松原町41-1 0956-49-3726 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 梅田店 佐世保市梅田町2-2 0956-37-6330 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 中里店 佐世保市上本山町1038 0956-41-4545 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 早岐店 佐世保市広田3-1-1 0956-26-5310 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 白岳店 佐世保市白岳町145-1 0956-33-5535 磨き大島、いつもの奴



松葉屋 相浦店 佐世保市川下町379-1 0956-47-7123
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、

亦一、磨き大島+529ギフトセット

松葉屋 江迎店 佐世保市江迎町三浦73-1 0956-65-2175
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、

亦一、磨き大島+529ギフトセット

松葉屋 吉井店 佐世保市吉井町大渡30-1 0956-64-4488
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、

亦一、磨き大島+529ギフトセット

まるたか生鮮市場 もみじが丘店　 佐世保市もみじが丘町40-1 0956-20-1170 いつもの奴  

まるたか生鮮市場 早岐店　　　　 佐世保市早岐1丁目13-14 0956-37-8345 磨き大島、529、いつもの奴

むらなか酒店 佐世保市相浦町2720 0956-47-2036 磨き大島、529

ゆーず酒店 佐世保市塩浜町3-6 0956-24-5250 磨き大島

ララコープ 黒髪店 佐世保市黒髪町22-8 0956-31-5371 磨き大島、529、芋っ子、いつもの奴、ちょうちょうさん

ララコープ 花高店 佐世保市花高1丁目339-9 0956-26-5200 磨き大島、529、芋っ子、いつもの奴、ちょうちょうさん

ララコープ 日野店 佐世保市日野町888-1 0956-28-3200 磨き大島、529、芋っ子、いつもの奴、ちょうちょうさん

リカー古賀屋 佐世保市瀬戸越2丁目7-10 0956-49-3434 磨き大島                                

わいんのこが 佐世保市湊町1-12 0956-22-6309 磨き大島

わたなべ酒店DS 佐世保市小佐世保町5-5 0956-22-2367 磨き大島、恋のオランダ坂                  

西海市 Aコープ 多以良店 西海市大瀬戸町多以良内郷1365-1   0959-22-0158 いつもの奴、ちょうちょうさん

Aコープ 中浦店 西海市西海町中浦南郷1907-1 0959-33-2311 529、いつもの奴、ちょうちょうさん

Aコープ 雪浦店 西海市大瀬戸町雪浦下郷1360-21 0959-23-3589 いつもの奴、ちょうちょうさん

Aコープ 横瀬店 西海市西海町横瀬郷3908  0959-32-1989 529、ちょうちょうさん、いつもの奴

JA長崎西彼グリーンセンター 西海市西彼町小迎郷2819-1　 0959-29-7090 磨き大島、いつもの奴、ちょうちょうさん

Ｙショップ サイカイ 西海市西海町木場郷485 0959-32-2123 磨き大島

内山商店 西海市大瀬戸町松島内郷1337 0959-22-0276 磨き大島

エレナ 西海店　　 西海市西彼町小迎郷1045-2 0959-37-7700
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、芋っ子、亦一、

一寸先は光、磨き大島+529ギフトセット

沖田酒店 西海市西海町横瀬郷3904-4 0959-32-0340 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

コスモス 西海店 西海市西海町太田和郷3296-23 0959-36-9560 磨き大島、いつもの奴

西海橋物産館 西海市西彼町小迎郷96-2 0959-28-0345 磨き大島、529、いつもの奴

スーパーウエスト かめだけ店 西海市西彼町喰場郷89-1 0959-29-5290 磨き大島、529

スーパーウエスト 本店 西海市西彼町平山郷2325-3  0959-28-0881 磨き大島、529、いつもの奴

スーパーながむら 西海市西海町丹納郷2095 0959-32-1877 いつもの奴、ちょうちょうさん

田平酒店 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２４９３ 0959-22-0074 磨き大島、ちょうちょうさん

柘本酒店 西海市崎戸町蠣浦郷2107 0959-35-2171 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

トップリカーズ 大瀬戸店 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷1663-1  0959-23-3945
磨き大島、529、大福帳、ちょうちょうさん、

磨き大島+529ギフトセット、磨き大島2本セット

トップリカーズ 西海店（清水ストア） 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷606-3 0959-22-0068 磨き大島、529

藤井酒店 西海市大島町1903 0959-34-2016 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、亦一

マミーズ 大島店 西海市大島町1827 0959-34-2272

磨き大島、529、一寸先は光、いつもの奴、ちょうちょうさん、亦一、

大福帳、長崎味自慢、いつもの奴+ちょうちょうさんギフトセット、

いつもの奴+ちょうちょうさん陶器ギフトセット、

磨き大島2本ギフトセット、磨き大島+529ギフトセット

マミーズ 浜店 西海市大島町馬込西1783 0959-34-2544 磨き大島、いつもの奴

マミーズ 南店 西海市大島町間瀬本一区1894-2 0959-34-2303 磨き大島、いつもの奴

ゆきのうらビーチストア 西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷701-1 0959-23-3473 磨き大島、磨き大島+529ギフトセット

松浦市 今福酒店 松浦市志佐町浦免1723 0120-410-524 磨き大島

栢野酒店 松浦市志佐町白浜免2026-5 0956-72-0324 磨き大島、529

ハイマート 松浦店 松浦市志佐町浦免950 0956-27-9301 磨き大島、529

フレッシュマート 松浦店 松浦市志佐町里免327-1 0956-72-5200 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

法知園 松浦店 松浦市志佐町浦免1665 0956-72-2296 磨き大島+529ギフトセット

松葉屋 松浦店 松浦市志佐町里免337-3 0956-72-2549
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、亦一、

磨き大島+529ギフトセット

リカー＆フーズ むらべ 松浦市御厨町里免852 0956-41-7272 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

平戸市 TAKEDAスピリッツ 平戸市明の川内町138-1 0950-23-8080 磨き大島、529

エレナ 田平店 平戸市田平町小手田免948-1 0950-22-7221 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、一寸先は光

エレナ 平戸店 平戸市宮の町594-1 0950-23-8585 磨き大島、いつもの奴、

岡崎酒店（酒楽市場） 平戸市木引田町434 0950-22-2059 磨き大島、529

さざん平戸口店 平戸市田平町山内免295 0950-57-0555 磨き大島、529、いつもの奴

JF いきつき しおかぜ 平戸市生月町壱部浦168-7 0950-53-2323 529、いつもの奴 、ちょうちょうさん

ダイレックス 平戸店 平戸市岩の上町167-1 0950-21-8015 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 平戸店 平戸市岩の上町144 0950-29-9090 いつもの奴、ちょうちょうさん

平戸物産館 平戸市岩の上町1247 0950-22-2063 磨き大島

フレッシュマート アリーナ店 平戸市田平町小手田免1240-1 0950-57-1800 いつもの奴

大和屋 平戸市築地町509 0950-23-2376 一寸先は光

山西酒店 平戸市田助町139 0950-22-2522 磨き大島

北松浦郡 エレナ 佐々店　　　 北松浦郡佐々町沖田免中の間169-1 0956-41-1515
磨き大島、529、一寸先は光、いつもの奴、ちょうちょうさん、

 磨き大島+529ギフトセット

ダイレックス 佐々店 北松浦郡佐々町松瀬免字狩立9-1 0956-41-1666 いつもの奴、ちょうちょうさん

田中酒店 北松浦郡佐々町本田原免187-1 0956-62-2065 磨き大島、529

ドラッグストアモリ 鴨川店 北松浦郡佐々町鴨川免165番地 0956-76-8877 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 佐々店 北松浦郡佐々町沖田免161-2 0956-62-5072 いつもの奴、ちょうちょうさん

フルノストアー 佐々店 北松浦郡佐々町羽須和免834 0956-63-2052 磨き大島、529

フルノストアー ラピタ店 北松浦郡佐々町市瀬免142-6 0956-42-7720 磨き大島、529、芋っ子、いつもの奴

法知園 佐々店 北松浦郡佐々町本田原免50-1 0956-62-6033 磨き大島+529ギフトセット

マックスバリュ 佐々店 北松浦郡佐々町本田原免73-3 0956-63-2277 磨き大島、いつもの奴

東彼杵郡 今里酒店 東彼杵郡波佐見町井石郷2225 0956-85-2073 磨き大島、磨き大島2本ギフトセット

エレナ 川棚店　　　　　　　　 東彼杵郡川棚町下組郷平尾ノ前3-1 0956-83-2330 磨き大島、529、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

エレナ 波佐見店 東彼杵郡波佐見町宿郷388 0956-85-7990 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島+529ギフトセット

大川ストア 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1847 0957-46-0013 磨き大島、いつもの奴

彼杵の荘 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷747-2 0957-49-3311 磨き大島、529、ちょうちょうさん、長崎味自慢

松葉屋 波佐見店 東彼杵郡波佐見町宿郷484-1 0956-20-7171
磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、亦一、

磨き大島+529ギフトセット

【県央地域】

諫早市 Ａコープ ファルト店 諫早市鷲崎町337-4 0957-24-2400 磨き大島、ちょうちょうさん

Ａコープ 田結店　　 諫早市飯盛町里179 0957-49-1121 529

A-プライス 諫早店 諫早市川内町168-6   0957-22-4200 磨き大島

HIヒロセ 諫早店 諫早市栗面町94-1 0957-23-2201 磨き大島、529、いつもの奴

Ｍリカーサービス　　 諫早市多良見町化屋586番地10 0957-47-6600 磨き大島、529、ちょうちょうさん、長崎味自慢

コンビニエンス ひでしま 諫早市小長井町牧265-4 0957-34-2063 磨き大島

エレナ 高来店　　　　 諫早市高来町三部壱280-1 0957-27-7120 磨き大島、529、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

エレナ なかよし村有喜店　　　 諫早市松里町37-1 0957-28-6677 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

坂田酒店 諫早市船越町526-14　 0957-22-6355 磨き大島、529、磨き大島+529ギフトセット

坂本酒店 諫早市小豆崎町750　 0957-22-1135 ちょうちょうさん

酒のさかえ 諫早市金谷町6-11　 0957-23-4141 磨き大島、529

シャディ・サラダ館 多良見店　　　　　 諫早市多良見町化屋511-2 0120-431-290 磨き大島+529ギフトセット

島崎酒店 諫早市小長井町大峰4 0957-34-2108 一寸先は光

ダイレックス 東諫早店 諫早市小豆崎町199番地 0957-35-6275 いつもの奴、ちょうちょうさん



鶴川米殻・酒店 諫早市栄田町7-11　 0957-25-0155 磨き大島、529、一寸先は光

ドラッグストアモリ アクロスプラザ諫早店 諫早市久山町1271-6 0957-25-6322 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 諫早幸町店 諫早市幸町238番 0957-21-8770 いつもの奴、ちょうちょうさん

永尾峰 諫早市八坂町6-1　 0957-22-0526 磨き大島+529ギフトセット

原岡酒店 諫早市飯盛町開1935-4  0957-48-0041 磨き大島

フーズショップ原岡 諫早市飯盛町後田3112-8 0957-48-0008 磨き大島

堀川総本店　 諫早市小川町82-3 0957-21-2155 磨き大島+529ギフトセット

マックスバリュ 諫早西部台店 諫早市 大さこ町300 0957-47-6754 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 諫早中央店 諫早市野中町648-5 0957-21-5577 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 長崎インター店 諫早市多良見町市布1222-1 0957-49-2000 磨き大島、いつもの奴

まるたか生鮮市場 駅前店　　　　 諌早市永昌東町10-3 0957-22-0326 529

まるたか生鮮市場 幸町店　　　　 諫早市幸町308-1 0957-22-4096 磨き大島、529、いつもの奴

まるたか生鮮市場 小野店　　　　 諌早市小野町520-50 0957-22-2238 いつもの奴  

まるたか生鮮市場 多良見店　　　 諫早市多良見町囲486-1 0957-28-5678 529、いつもの奴

向井酒店 諫早市本野町13-1　 0957-26-1055 磨き大島、529

十善商店 諫早市多良見町化屋732 0957-43-1142 磨き大島、529、磨き大島+529ギフトセット

大村市 A-プライス 大村店 大村市桜馬場1-231-1 0957-48-8031 磨き大島、529

ESPOAえぐち 江口酒店 大村市東三城町8-21 0957-52-3757 磨き大島、ちょうちょうさん

芦塚酒店 大村市古町1丁目316-3　 0957-54-3155 磨き大島、529、ちょうちょうさん

イオン 大村店 大村市幸町25-200 0957-27-3456 いつもの奴、ちょうちょうさん、磨き大島、亦一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

エレナ 大村中央店　　 大村市杭出津2-743 0957-20-7171 磨き大島、529、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

エレナ 久原店　 大村市久原2-888-1 0957-20-8311 磨き大島、529、いつもの奴、

エレナ 竹松店　　　　 大村市大川田町363-1 0957-47-8778 磨き大島、529、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

大きな新鮮村 大村市東本町604 0957-47-5311 磨き大島、亦一

かとりストアー 原口店 大村市原口町1050 0957-55-8131 磨き大島

カワゾエ酒店 大村市東本町407-1 0957-53-5151 磨き大島、529、ちょうちょうさん、大福帳

酒の大村や　　　　　　 大村市水主町2丁目685-4 0957-53-3003 ちょうちょうさん

ダイレックス 大村店 大村市古賀島町427-4 0957-49-5700 いつもの奴、ちょうちょうさん

ダイレックス 木場店 大村市木場1丁目1064-1 0957-20-8260 いつもの奴、ちょうちょうさん

Tsubakiya(つばき屋) 大村店 大村市松原本町501 0957-55-8506 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

富屋酒店 大村市富の原1丁目1434-2 0957-55-4611 529

ドラッグストアモリ 大村駅前 大村市東三城町86-7 0957-50-2851 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 大村店 大村市古賀島町94-1 0957-50-0250 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 大村松並店 大村市松並2丁目184-3 0957-50-1008 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 大村溝陸店 大村市溝陸町790番地 0957-53-7006 いつもの奴、ちょうちょうさん

中村酒店 大村市松並1丁目293-2　 0957-53-3749 芋っ子、いつもの奴、ちょうちょうさん

マックスバリュ 大村諏訪店 大村市上諏訪町814 0957-27-3222 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 空港通り店 大村市古賀島町525-4 0957-52-9500 磨き大島、いつもの奴

マックスバリュ 溝陸店 大村市溝陸町798-1 0957-48-6021 磨き大島、いつもの奴

まるたか生鮮市場 三城店　　　　 大村市西三城町6-5 0957-48-5517 529、いつもの奴

まるたか生鮮市場 池田店　　　　 大村市池田2丁目322-1 0957-20-7745 いつもの奴 

まるたか生鮮市場 富の原店　　　 大村市富の原2丁目693 0957-55-6788 いつもの奴  

ララコープ 富の原店 大村市富の原2丁目207-1 0957-56-2400 磨き大島、529、芋っ子、いつもの奴、ちょうちょうさん

【島原地区】

島原市 ＶＣポイント・ショップきむら 島原市有明町大三東甲2129 0957-68-0065 529

エレナ 島原店 島原市城内3-1263 0957-64-8008 磨き大島、529、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

エレナ 島原栄町店　　　　　　 島原市栄町8334 0957-68-8800 磨き大島、529、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

ささやエスポワール 島原市本光寺町4850　 0957-62-2881 磨き大島、529、ちょうちょうさん

スーパーみつい 島原市湊町71-2 0957-63-3211 529、ちょうちょうさん

ダイレックス 島原店 島原市北門町2番1 0957-65-5107 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 島原店 島原市城内3丁目929-1 0957-64-2080 いつもの奴、ちょうちょうさん

浜崎商店 島原市有明町湯江丁62-1  0957-68-0543 磨き大島、529

まるたか生鮮市場 有明店　　　　 島原市有明町湯江丙4-3 0957-61-9123 いつもの奴  

南島原市 Aコープ 有家店 南島原市有家町山川135-1   0957-82-6300 いつもの奴、ちょうちょうさん

相良酒店 南島原市加津佐町己3691 0957-87-2124 磨き大島+529ギフトセット

アミーズ パロス店 南島原市北有馬町戊2959-1 0957-84-2225 磨き大島、529、磨き大島+529ギフトセット

ザ・フレッシュ六鳴館 本店 南島原市布津町乙1995 0957-72-6666 磨き大島、529

シャディ・サラダ館 北有馬店　 南島原市北有馬町2992-1 0957-84-2019 磨き大島+529ギフトセット

ショッピングセンターはやしだ 南島原市北有馬町97 0957-84-3145 磨き大島、529、いつもの奴

ダイレックス 有家店 南島原市有家町中須川197-1 0957-82-6225 いつもの奴、ちょうちょうさん

竹市健二酒店 南島原市南有馬町戊463 0957-85-2167 一寸先は光

ドラッグストアモリ 有家店 南島原市有家町小川字上東874番1 0957-61-1181 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 口之津店 南島原市口之津町甲2921-1 0957-86-5530 いつもの奴、ちょうちょうさん

永田酒店 南島原市西有家町須川426-3 0957-82-2200 一寸先は光

野田酒店 南島原市有家町久保18-1 0957-82-2024 529、芋っ子、いつもの奴

プロスパー永石酒店 南島原市深江町丁6031 0957-72-2225 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん、大福帳

森酒店 南島原市口之津町丙3798　 0957-86-3145 磨き大島+529ギフトセット

森商店 南島原市南有馬町乙1281-1 0957-85-2277 529、芋っ子

雲仙市 Aコープ 愛野店 雲仙市愛野町乙493-1  0957-36-0623 磨き大島、磨き大島+529ギフトセット

井上酒店 雲仙市南串山町丙539 0957-88-2163 ちょうちょうさん

エレナ 国見店 雲仙市国見町神代己306-1 0957-61-7088 磨き大島、529、いつもの奴、磨き大島+529ギフトセット

大久保物産ギフトセンター　　 雲仙市吾妻町阿母名791 0957-38-3645 磨き大島+529ギフトセット

大門　＜小浜本店＞ 雲仙市小浜町マリーナ9 0957-74-5300 磨き大島

ダイレックス 愛野店 雲仙市愛野町乙5036-16 0957-36-7997 いつもの奴、ちょうちょうさん

千々石観光センター (千鶏ｶｽﾃﾗ本舗) 雲仙市千々石町丙160  0957-37-2254 磨き大島

とさや酒店 雲仙市小浜町北本町1681 0957-74-2630 529、磨き大島、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 愛野店 雲仙市愛野町乙483番地1 0957-36-1661 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 小浜店 雲仙市小浜町南本町7番地23 0957-74-5188 いつもの奴、ちょうちょうさん

町田酒店 雲仙市愛野町乙5870-5 0957-36-0088 磨き大島+529ギフトセット

森食糧販売店 雲仙市小浜町雲仙380-13 0957-73-3541 磨き大島

湯町酒店 雲仙市小浜町北本町905-22 0957-75-0130 磨き大島

【離島地区】

壱岐市 エレナFC壱岐郷ノ浦店　　 壱岐市郷ノ浦町東触758番地1 0920-47-1881 磨き大島、529、いつもの奴、

ダイレックス 壱岐店 壱岐市郷ノ浦町柳田触936番 0920-48-1660 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 郷ノ浦店 壱岐市郷ノ浦町田中触955-1 0920-48-1030 いつもの奴、ちょうちょうさん

五島市 ダイレックス 福江店 五島市籠淵町2426-3 0959-72-7910 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドゥイング エレナＦＣ福江店　　 五島市東浜町3-3-3 0959-74-0077 磨き大島、529、いつもの奴

ドラッグストアモリ 五島福江店 五島市東浜町3丁目4番1号 0959-72-3300 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 五島籠淵店 五島市籠淵町2035-1 0959-72-1255 いつもの奴、ちょうちょうさん

対馬市 ダイレックス 対馬店 対馬市峰町佐賀791-1 0920-82-1500 いつもの奴、ちょうちょうさん

ダイレックス 美津島店 対馬市美津島町雞知甲82番地 0920-54-7575 いつもの奴、ちょうちょうさん

ドラッグストアモリ 美津島店 対馬市美津島町鶏知乙525番地28 0920-54-5050 いつもの奴、ちょうちょうさん

マックスバリュ 対馬いづはら店 対馬市厳原町今屋敷661-3 0920-52-7387 磨き大島、いつもの奴

南松浦郡 ドゥイング エレナＦＣ上五島店　　　　　　　 南松浦郡新上五島町青方郷2338-1 0959-52-2234 磨き大島、529、いつもの奴、ちょうちょうさん

ドゥイング エレナＦＣ有川店　　　　　　　　 南松浦郡新上五島町有川郷2630-1 0959-43-0266 磨き大島、529、いつもの奴

ドラッグストアモリ 上五島店 南松浦郡新上五島町有川郷2774 0959-42-1177 いつもの奴、ちょうちょうさん


