
2021 年 12 月 1 日（水）から 12 月 31 日（金）に実施される「3,000 円以上のお買物が

おトク！年末スーパーマーケット還元祭」は、以下の店舗が対象となります。（2021 年

12 月 17 日時点） 

※対象店舗の情報は更新されることがあります。

※チェーン店においては、一部対象外の店舗がございます。

店頭のポスターや PayPay アプリの「近くのお店」をご確認ください。

全国 ｜ 北海道 ｜ 東北 ｜ 関東 ｜ 中部 ｜ 近畿 ｜中国｜ 四国 ｜ 九州 

都道府県 対象店舗 備考 

全国 イトーヨーカドー

西友 

全日食チェーン 

ライフ

北海道 アウトロー

アサヒストアー

アジア食品楽市 中央店

アップル 20

アルファマート

A コープ 

A マート 

エフエルマートごうや

大木ストアー 

大崎商店 

大槻食品館 

興部マート 

卸売スーパー 

曲さ 酒井商店 

香深漁協 

かんださんの店 

菊地商店 

https://paypay.ne.jp/event/supermarket-20211201/
https://paypay.ne.jp/event/supermarket-20211201/


北海道 木暮商店  

 季節や  

 木戸商店  

 キャロット  

 クーリッチ 拓北店  

 現金問屋 手稲店  

 コープさっぽろ  

 五位尾商店  

 小板商店  

 コヤナギストアー  

 さいぐさ商店  

 西條  

 斉藤ストアー  

 産直生鮮市場  

 サンヒルズ  

 サンメイト  

 ジェイ・アール生鮮市場 恵庭店  

 JA くるるの杜 農畜産物直売所  

 シティマーケット 北見店  

 東雲中華物産アジア食品店 北 24条店  

 占冠スーパー  

 食彩 まこと屋  

 食品アウトレット 平岡店  

 ショッパーズ菱光  

 ショッピング  

 ショッピングセンター ユアーズ  

 ショッピング津村  

 ショッピングプレースこさき  

 Shop べんちゃん  

 新町スーパー今野  

 ス－パ－ア－クス  



北海道 スーパーエース  

 スーパーセンターBESTOM  

 スーパーチェーン ふじ新富店  

 スーパーヒロセ  

 生鮮えべつ 朝日町店  

 生鮮げんき市場  

 生鮮乃木市場  

 生鮮屋いとう  

 生鮮夢市場  

 ダ.マルシェ  

 タイガー 夕陽ヶ丘店  

 高橋 ストアー  

 高橋商店  

 滝川生鮮おろし  

 ダックショップたかはし  

 立山 食品センター  

 チューオー  

 土屋商店  

 DZ マート  

 デイリーショップ はっとり  

 テキサス  

 てらさわ  

 東光ストア  

 東部商事 清田店  

 永沢商店（有）  

 中島商店  

 中山 共栄 廉売店  

 能登商店  

 秦野商店  

 八戸商店  

 花輪食品  



北海道 ハピオ  

 ぴあざフクハラ 星が浦店  

 ビックショップ カネ安  

 ビッグハウス  

 ビッグマートみたに 斜里店  

 ビバストア  

 ビレッジショップこしん  

 ビレツジストア  

 ファースト 駒場店  

 ファミリーショップたにかわ  

 ファミリーストアなかじま  

 FOODS CENTER やまもと  

 フーズバラエティーすぎはら  

 フードインタイムリーイトウ  

 フードショップたかにし  

 フードセンターかんの  

 フードセンターさいぐさ  

 フードセンターブンテン 江差店  

 フクハラ  

 藤田ストアーまりも店  

 フッレッシュマート のむら  

 フランクショップしんこう  

 FRESHLY 生鮮市場 稚内店  

 フレッティ 琴似店  

 フレンドリーショップきたさん  

 ベストプライス 豊岡中央店  

 ベンリー  

 ポイントショップ  

 ホクノースーパー  

 ホクノーリビング もみじ台店  

 ホクレンショップ  



北海道 北海道生鮮あきや  

 マイショップ としま  

 前田商店  

 マカリイズマーケット  

 松村商店  

 マルコストアー  

 マルサン 美田二 しゃり店  

 マルシェ デ キッチン  

 丸正食品 北三十四条店  

 マルミ吉田商店  

 まるやす  

 マンボウ 西野店  

 メルカードきむら  

 ヤマキチ  

 ヤマトモリ  

 ユアーズ  

 吉野商店  

 ラスタ  

 ラルズ  

 ロッキー松前店  

青森県 青森県民生協  

 A コープ 三沢店  

 金沢商事(株)  

 カブセンター  

 坂本商店  

 JA直売センター林檎の森  

 食彩館もりた  

 スーパーエチゴヤ  

 スーパーカケモ 切田通り店  



青森県 スーパーこまい  

 スーパーストア  

 スーパートーエー  

 スーパーとびしま  

 スーパーふくだ  

 スーパー福や 大野店  

 スーパー丸大  

 セプドールアン  

 なかむらストアー  

 パワーズ U 十和田店  

 ベニーマート  

 マルホンカウボーイ  

 ヤマイシ食専館  

 やまはる  

 ユニバース  

 よこまちストア  

 レモンマートやまむら本店  

岩手県 いわて生協ベルフ八幡平  

 上小路商店  

 刈屋商店  

 キクコーストア  

 KD マート  

 K マート  

 こしど普代店  

 佐々川商店  

 サトー商会 業務用食品直売センター  

 サングリーンフレッシュ旭屋  



岩手県 産直とれたろう  

 三丸屋  

 JA江刺ふるさと市場  

 JA産直センター菜旬館  

 JA産直来夢くん  

 じゃんまる 津志田店  

 ジョイス  

 紫波マルシェ  

 スーパーしんゆう  

 スーパーおおの  

 スーパーおとも  

 スーパー・キリンヤ 藤沢店  

 スーパーとりごえ  

 スーパーハシモト  

 スーパー八兆屋  

 スーパーやまと  

 総合食品たかむら  

 ダイクマ くまばやし店  

 大善ストア  

 タカトヨ  

 たけさわストア  

 舘沢食料品店  

 デイリーポート新鮮館 大船渡店  

 照井商店  

 土日ジャンボ市  

 中忠商店  

 ビッグハウス 一関店  



岩手県 ファル 上田店  

 フードパワーセンターバリュー  

 フレッシュたもり  

 ベルジョイス  

 マート桜台  

 牧原商店  

 松屋商店  

 丸健商店  

 まるしょうストア 金田一店  

 丸正ストアー  

 マルホンカウボーイ  

 マルミヤ  

 まるみ屋  

 みずかみ  

 宮ビル  

 山口屋  

 ユニバース  

 流通ストア  

 ロッキー 村崎野店  

宮城県 イトーチェーン  

 ウィズマート 名取店  

 宇佐見商店  

 A コープ  

 遠藤屋  

 大石屋サトー  

 女川スーパーおんまえや  

 北田商店  



宮城県 きただ店  

 キッチンマルエ 青葉店  

 グリーンマート  

 Genki市場よねくら  

 サトー商会 業務用食品直売センター  

 サンショップ 矢本店  

 サンマート 吉岡店  

 サンマリ  

 サン・マルシェ  

 JA たなばたけ  

 食品館イトー 名取店  

 ショピングプラザ森の風  

 スーパーセンタートラスト 岩出山店  

 スーパービッグ  

 デイリーポート  

 ハピネス 都城店  

 びっくり市  

 ひばり屋商店  

 ファミリーショップアンべ  

 フレスコキクチ  

 フレッシュストアーささき  

 フレッシュフードモリヤ  

 ベルジョイス  

 マルカネ青木食品  

 maruphoria  

 マルフジ  

 マルホンカウボーイ  

 ムック  



宮城県 リアン・マルシェ  

 ワコー  

秋田県 アックスフーズマート道の駅東由利店 1 月の「PayPay で由利本荘市を応援しよ

う！最大 20%戻ってくるキャンペーン」も対象 

 アマノストア  

 A コープ  

 サトー商会 業務用食品直売センター 秋

田寺内店 

 

 JA産直おおだいこ  

 JA とれたて旬菜館  

 JAみょうが館  

 スーパーセンタートラスト 雄物川店  

 スーパーモールラッキー  

 スーパーやましち  

 スズフク you マート 大塚店  

 生鮮いちばん 土崎店  

 ダイサン  

 NEED THE PLACE  

 丸伊商店 阿仁合スーパー  

 マルシメ 七日町店  

 マルホンカウボーイ  

 まるみや  

 山田商店  

 秋山酒店  

山形県 いのうえ食品（本店）  

 うめや  

 A コープ あまるめ  

 おーばん  



山形県 かんの  

 元気市場たかはし  

 サトー商会 業務用食品直売センター  

 サンクロー  

 JA アグリランド  

 JA エーコープもとさわ  

 JAおいしさ直売所  

 JA山居館  

 JA チェリーランド  

 JA もんとあ∼る  

 JAんめ農マルシェ  

 ショッピングセンター吉田  

 スーパーマーケット セルカ  

 ストアー三吉  

 関食品上山市 旭町店  

 竹田スーパー  

 たべもの市場 山形清分 南陽店  

 256  

 びっくり市  

 フードセンターたかき  

 FOOD NANA 北店  

 ふじストア  

 フレッシュストアヒグチ  

 マート三沢  

 マートふなこし  

 マルイミート  

 マルホンカウボーイ  

 マルホンプラス エスモール店  



山形県 マルホンマート  

 moh’z  

 やましょう  

 ラコス  

 ワタライ  

福島県 アヅマストア  

 阿部スーパー  

 えびすやフードセンター  

 大橋屋 小泉店  

 オーハラ堂  

 大町マルシェ  

 小高ストア  

 かわちや  

 河内屋商店  

 業務スーパー  

 くさのや  

 コープあいづ  

 サイヤ  

 酒＆業務スーパー 福島中央店  

 サトー商会 業務用食品直売センター  

 JA り菜あん  

 JAいがっべ  

 JA ここら  

 JA こらんしょ市  

 JA旬の庭  

 JA旬のひろば  

 JA新鮮やさい館  

 JAふぁせるたむら  



福島県 JAふくしま未来  

 JAふれあい旬のひろば  

 JAみらい百彩館んめ～べ  

 JAみりょく満点物語  

 スーパーキクタ 荒井店  

 鮮国市場  

 中島ストア  

 服部スーパー  

 ビーライフうおいち  

 一二三屋  

 ヒロセ  

 ファンズ  

 ブイチェーンサンマート鏡石店  

 PLANT  

 フレスコキクチ  

 フレッシュカトヤ  

 フレッシュストア吉田  

 ベイシア  

 ますみや  

 マルケイカトウ  

 まるこう さとう  

 村民の店 すまいる  

 やすだや  

 山都ショッピングセンター総合食品マルニ  

 ワイワイショップ  

茨城県 アライストアー  

 移動スーパーニコパ  

 いなのすけ市場  



茨城県 猪瀬商店  

 うおとみ  

 うおまつ  

 A コープ かつら店  

 金砂郷店  

 コミュニティーストアーミズノ  

 コモディイイダ  

 コンビニエンスかんだ  

 The Bodhi Tree - Indian Grocery & 

Specialty Store 

 

 さかば商店  

 サンユーストアー  

 JA柿岡直売所  

 JA きらいち  

 JA グリーンハウス  

 JA里美生産物直売所  

 JA旬彩・やちよ農産物直売所  

 JA園部直売所  

 JA大地のめぐみ  

 JA直売センター  

 JA津田直売所  

 JA東海 FM にじのなか  

 JA長砂直売所  

 JA那珂直売所  

 JA農産物直売所  

 JA道の駅ごか農産物直売所  

 JAゆりの郷物産館  

 シティマーケットうおまつ  



茨城県 スーパーオヌマ  

 スーパー さかもと  

 ス－パ－ 辰巳屋  

 スーパーツカダ  

 スーパーヒロセヤ  

 スーパーフレッシュ  

 ス－パ－よりい  

 鈴木屋商店 後台店  

 ストアー河内屋  

 生鮮カズ  

 セイブ  

 TKSTORE  

 テンミニッツ  

 ときわ青果店  

 とりせん  

 南国フルーツ 金上店  

 NVSネリーバライストア  

 ハラール日本  

 ビッグ・エー  

 ファミリーショップかねだい  

 ファミリーストアてらしま  

 ふじや  

 ブラジリアンプラザ  

 BLUE MOON FOODS CENTER  

 フレッシュマ－トまつだ  

 フレンドリーマートすずき  

 ベイシア  

 ベルク  



茨城県 マルエツ  Scan＆Go決済も対象 

 マルサストアー  

 マルヤ 総和店  

 ランドローム  

 鹿行市場  

栃木県 あさや  

 足利ハラールフード  

 アバンセ  

 石川商店  

 石川ストアー  

 オータニ  

 オレンジショップいいだ  

 亀田屋本店  

 キッチンストアー  

 さがみや  

 さつまや  

 佐野 丸福  

 ジョイフーズ  

 ショッピング  

 スーパーはせがわ みづほの店  

 スーパーフレッシュ  

 だいまるストアー 双葉店  

 ダイユー  

 中禅寺ストアー みむらや  

 とりせん  

 フードオアシス OTANI  

 フードセンターこぼり  



栃木県 フードマーケットオータニ  

 フジマート  

 フレッセイ  

 ベイシア  

 ベルク  

 マルエツ  Scan＆Go決済も対象 

 マルシェ  

 マルヤ 小山店  

 やおいち  

 ヤオハンスーパー  

 やさい＆くだもの村  

 ヤマグチ  

 リカーアンドフーズささぬま  

群馬県 アジュール ケンゾー  

 アソーゲタカラ  

 アバンセ  

 A コープ  

 おおた・北茨城交流物産館 バスターミナル

駅 

 

 オーラ アジアン マート  

 卸売センター サンエイ  

 Olympic 太田店  

 キッチンストアー 太田飯塚店  

 グリーンマートかわしま  

 コクヤ  

 こまつや  

 サンモール  

 JA花木流通センター  



群馬県 しみずスーパー  

 清水屋商店  

 ジョイフーズ  

 上州ミート  

 新鮮市場かっちゃん 安中店  

 新鮮食品 おぐらや  

 スーパーいのうえ  

 スーパー大津  

 すーぱーこいけ  

 スーパー もくべえ  

 スーパー森  

 とりせん  

 パワーセンターうおかつ  

 フジマート  

 フレッシュスーパー はやしや  

 フレッセイ  

 プロの食材 ユースフル  

 ベイシア  

 ベルク  

 マルイ商店  

 まるきゅう商店  

 マルシェ 下浜田店  

 メイワケンゾー  

 ヤマグチ 韮川店  

埼玉県 アバンセ  

 新井武平商店  

 イオンフードスタイル  



埼玉県 岩槻 フジヤストアー  

 A コープ  

 駅前市場 みずほ台店  

 エフマ－ト greens  

 オーケー  

 オータニ  

 おっ母さん食の壱番館  

 おっ母さん食品館  

 Olympic  

 グルメシティ  

 コモディイイダ  

 コンパスマート 春日部店  

 金重本店 わし宮店  

 上福岡ハラルバザール  

 韓国食品サラン 西川口  

 ギガパール伊奈店  

 ギガマート上安松店  

 九州屋 鮮場 21航空公園店  

 激安食品広場 ほくほく  

 げんきの市場  

 晃栄青果  

 香楽アジア物産  

 ココモケンゾー  

 越谷ＳＰ藤屋  

 コメこめマートササイ  

 ザ・ガーデン自由が丘  

 サミットストア  

 サンディ  



埼玉県 JAあぐれっしゅ  

 JA嵐山農産物直売所  

 JA安行農産物直売所  

 JA入間農産物直売所  

 JA小川農産物直売所  

 JA越生農産物直売所  

 JA川島農産物直売所  

 JA グリーンショップ  

 JA ぐるめ米ランド  

 JA坂戸農産物直売所  

 JA四季彩館農産物直売所  

 JA ちちぶ  

 JA地場物産館桜国屋  

 JA高萩南農産物直売所  

 JA鶴ヶ島農産物直売所  

 JA都幾川農林産物直売所  

 JA所沢西農産物直売所  

 JA滑川農産物直売所  

 JA菖蒲グリーンセンター  

 JA新座農産物直売センター  

 JA農産物直売所 北本駅前店  

 JA鳩山農産物直売所  

 JA東秩父農産物直売所  

 JAふれあいセンター  

 JAべに花の郷  

 JA松井農産物直売所  

 JA毛呂山農産物直売所  



埼玉県 JA吉見農産物直売所  

 JA和光農産物直売センター  

 ジョイフーズ  

 ショッピングセンター モリヤ  

 しんごうや  

 新都アジア物産 蕨店  

 スーパーケンゾーウエスト  

 スーパーそうます  

 スーパーダイハル  

 スーパートヨダ  

 スーパーなかや  

 スーパーマルダイ  

 スーパーまるたけ  

 成城石井  

 生鮮市場  

 生鮮市場 好又鮮  

 生鮮スーパーゼンエー 草加店  

 セイユウ  

 そうます  

 ソウル市場  

 ダイエー  

 田中スーパー 三郷店  

 中韓食品 興宇物産  

 彤彤中国物产  

 東急ストア  

 東武ストア  

 とまと市場  



埼玉県 豊田商店  

 とりせん  

 中村ストアー  

 ノールケンゾー  

 ハッピーファームみやたけ  

 ひかり八百屋  

 ビッグ・エー  

 ビッグマーケット  

 フードオアシス OTANI 幸手店  

 フジマート  

 ふれあいファームセンター  

 フレッシュ市場 マルフク  

 フレッシュスーパーエス  

 フレッセイ  

 ベイシア  

 ベルク  

 ベルクス  

 ボンゴバザール  

 マジマ青果  

 マルエツ Scan＆Go決済も対象 

 マルコー生鮮市場  

 マルサングループ入間店 田中屋  

 マルサン 宮原店  

 マルシェ 籠原店  

 丸茂食品マート  

 丸武  

 マルヤ  



埼玉県 三上商店  

 ミカミフードセンター  

 三河屋酒店  

 ミコストア  

 みどりスーパー  

 八百金商店  

 ヤオミ  

 安野ストアー  

 金重本店久喜 青葉店  

 ユネスコ  

 ヨークフーズ  

 ヨークプライス  

 ヨークマート  

 ラコマート  

 ランドローム  

 リカアショップ河村屋  

千葉県 アール元気  

 アジア食品スーパー  

 アタック  

 あびこ農産物直売所あびこん  

 イオンフードスタイル  

 エコ・ピア  

 オーケー  

 オオゼキ  

 太田屋商店  

 Olympic  

 おっ母さん食品館  

 小沼屋  



千葉県 加藤商店  

 九州屋グリーン・デリ・新鮮館  

 クラフト  

 グルメシティ  

 京北スーパー  

 コ－ナ－ショップ プリ－ズ  

 ザ ガーデン自由が丘  

 サミットストア  

 SALAM117 HALAL SHOP  

 JA しょいか～ご  

 JA産直センター  

 JAふなっこ畑  

 JA緑の風  

 JAながいき市場  

 主婦の店  

 ジョイフーズ  

 城下市場  

 ショッピングふじき  

 新鮮市場アタック 市川宮久保店  

 新鮮市場 マルエイ  

 スーパー宇井  

 スーパーアサヒ  

 スーパーアタック 浦安堀江店  

 スーパーかわた  

 スーパークランデール新松戸店  

 スーパーマルイ  

 スーパーみらべる  

 すーぱーやまだや  



千葉県 スーパセンター レオ岬店  

 すきっぷマート  

 スミレ卸小売センター  

 ダイエー  

 タツミこてはし台店  

 T-MART  

 東急ストア  

 東武ストア  

 トップマート  

 富分  

 富分スーパー伊藤  

 なかだ  

 ナカムラヤダイニング 南行徳店  

 肉のとりけん  

 農産物直売所なのはな  

 ハウディさわちゅう  

 パルシステム千葉 のだ中根店  

 ハローマート  

 ビッグ・エー  

 ひとみストア  

 ファミリ－マ－ト 東京屋  

 フードウェイ  

 フードショップいちはら  

 フードランドレオ 誉田店  

 ぷらすわん  

 ス－パ－ふじや 久保店  

 フレッシュワン たくぼ  

 ベイシア  



千葉県 very foods 尾張屋  

 ベルク  

 ベルクス  

 マルエツ Scan＆Go決済も対象 

 マルエツプチ Scan＆Go決済も対象 

 マルヤ  

 丸和 屋敷店  

 萬金物産  

 三河屋酒店  

 ミナガワセレクト  

 三原屋  

 築地やさい広場  

 ヤオマル NPOわっか  

 ヤマイチ  

 山口屋  

 山田青果店  

 友誼商店松戸店  

 養老太田商店  

 ヨークフーズ  

 ヨークプライス  

 ヨークマート  

 レオ  

 ワイズマート  

東京都 アール元気 アクロスモールみなみ野店  

 Rーマーケット  

 あかしや真野商店  

 赤羽物産  



東京都 あさぬま  

 アタック  

 アブアブ赤札堂  

 E-MART亀有店  

 イオンフードスタイル  

 池上水産  

 イコ－ル  

 いさみ屋  

 伊勢崎富次朗商店  

 H＆D イチカワ  

 A-MAX 池袋店  

 エネルギースーパーたじま  

 エフマ－ト ほしの  

 大島ストア  

 オオゼキ  

 オーケー  

 オーサワジャパン  

 沖山商店  

 億緣物產竹ノ塚店  

 おくやま  

 Odakyu OX  

 Olympic  

 カズン  

 葛飾秋田屋  

 ガッツスーパー関町店  

 河内屋 学園店  

 韓ビニ 府中  

 KINOKUNIYA Echika表参道店  



東京都 キャンドウ八丈大賀郷店  

 九州屋  

 キョウダイマーケット  

 業務用スーパーSHIODAYA  

 銀次郎  

 グリーンマート  

 栗原ストアー  

 グルメシティ  

 グルッペ  

 京急ストア  

 K フード  

 げんろく  

 皓宇中国物産店  

 興安食品 亀戸店  

 好萬家アジア物産  

 コーノ 薬師店  

 コモディイイダ  

 コンフォートマーケット西馬込店  

 ザ・ガーデン自由が丘  

 サミットストア  

 サンケイスーパー  

 サンディ  

 サンデリカ  

 JA アグリハウス  

 JA総合園芸センターふれあいの里  

 JA地区アグリセンター  

 JA ファーマーズショップ  



東京都 JA ファーマーズマーケット  

 JAふれあい市場  

 JAムーちゃん広場  

 Sieu Thi Viet Nam  

 J Smille FOODS MARKET  

 塩田屋  

 七月中華物産  

 シティマーケット 品川八潮店  

 シミズヤ  

 シモダディスカウントセンター  

 ショッピング  

 ショッピング サカエ  

 ショッピングストアかあべえ屋  

 代市作次郎商店  

 ス－パ－ナカムラ  

 スーパー そうけい  

 スーパーイズミ  

 スーパーキタムラ  

 スーパー金次郎  

 スーパーたなか  

 スーパーべにや  

 スーパー松本  

 スーパーみらべる  

 末広屋  

 成城石井  

 生鮮市場アキダイ  

 生鮮市場あさひ 堀切菖蒲園店  

 正大ストアー  



東京都 関庄商店  

 Z チェーンマート飯島  

 Z-one  

 千住上沢屋店  

 千成ストアー  

 そうてつローゼン  

 ソウル市場  

 ダイエー  

 大黒屋  

 泰和物産  

 たぐちフーズ  

 たつみチェーン 豊洲店  

 たまきや  

 東和中国物産  

 CHỢ VIỆT OKUBO  

 Daily Table KINOKUNIYA  

 デリドア トレヴィ大塚店  

 デリド  

 東急ストア  

 東京ジャーミィハラルマーケット  

 東武ストア  

 ところ青果  

 トツカ  

 とつか青果  

 新島ストア  

 西葛西物産  

 ニュ－み乃り屋  

 のなかストアー  



東京都 野村屋  

 好又多アジア物産 本店(新秋津駅前)  

 八丈ストアミニミニ  

 ハッピーストア  

 PBFARM 佐竹店  

 ビッグ・エー  

 ビッグヨーサン  

 びっくり屋  

 Hinaya 中目黒店  

 ヒルママーケットプレイス  

 Foods&liquor ささき  

 foodium  

 FOOD&COMPANY 学芸大学店  

 フードストアあおき  

 富士シティオ  

 プチアタック 瑞江店  

 ブッサンストアー  

 フレスコ  

 フレッシュさくらい  

 フレッシュさとう  

 フレッシュスーパーおおき  

 フレッシュ多摩 まるやす  

 FRESH MART UCHIDA  

 フレッシュランドマルキヤ 上板橋店  

 プロデュース  

 文化堂  

 ベイシア  

 ベニースーパー西蒲田  



東京都 紅屋  

 ベルク  

 ベルクス  

 BonVisage 砧店  

 孫銀 蓮沼店（本店）  

 まなマート 1号館  

 まなマート 2号館  

 マルエツ Scan＆Go決済も対象 

 マルエツプチ Scan＆Go決済も対象 

 丸三ストアー 石川台店  

 マルセイ  

 丸玉屋  

 丸八青果  

 丸伴商店  

 マルマンストア  

 ミコストア  

 みのり屋商店  

 三ノ輪マート  

 MOLES MARKET モールズマーケット  

 momo quanNIPPORI MART  

 ヤマイチ  

 友諠商店  

 陽光城  

 ヨークフーズ  

 ヨークプライス  

 ヨークマート  

 吉田屋商店  

 ラコマート  



東京都 リンコス Scan＆Go決済も対象 

 ワイズマート  

 アール元気  

 あらきや  

 アルズフーズマーケット  

 ANAN Mart  

神奈川県 アクアカラー  

 イオンフードスタイル  

 栄光  

 A コープ  

 エスポット  

 恵方源中華物産  

 大地商店  

 オーケー  

 オオゼキ  

 大野屋 −OONOYA−  

 Odakyu OX  

 Olympic  

 かねひら  

 川治屋  

 北野エースあざみ野ガーデンズ店  

 グルメシティ  

 京急ストア  

 コクサイ ショクヒン  

 小林酒店  

 サイドキッチンオックス本店  

 さえんふーず 久野店  

 ザ ガーデン自由が丘  



神奈川県 佐藤商店  

 サミットストア  

 JAあぐりんずつくい  

 JA じばさんず  

 JAすかなごっそ  

 JAセレサモス  

 JA藤野園芸センター  

 ショッピング  

 しまむらストアー  

 ショッピング テンダイ  

 新鮮市場  

 新鮮市場なかや  

 スーパー公正屋  

 スーパーなかや 海老名店  

 スーパーファミリア  

 スーパーまつば  

 スーパーマルセン  

 Spice World  

 成城石井  

 生鮮市場八百惣  

 Z-one サクマ  

 そうてつローゼン  

 ダイエー  

 大黒屋  

 タカラヤ フレサ  

 竹川ストアー ミトミ  

 デリド  

 東急ストア  



神奈川県 トーセイ Food Market  

 戸塚青果店  

 中幸マーケット  

 パスポート 宮前店  

 Pantry  

 BIZEN MERCATO  

 ビッグパワー  

 新鮮イセザキ市場  

 ビッグ・エー  

 ビッグヨーサン  

 ヒルママーケットプレイス  

 ファミリーショップワタナベ  

 ファミリーストアあおき  

 foodium  

 FOOD&COMPANY 湘南ティーサイト店  

 FOOD&LIQUOR はなや  

 フードウェイ  

 フードストアあおき  

 フードマーケットマム  

 Fuji  

 富士シティオ  

 藤忠ストアー  

 PetitMarcheFuji 山元町店  

 プラザ栄光  

 フルハウス保土ヶ谷店  

 フレスコ  

 フレッシュグッズ  

 フレッシュストアヤオミネ  



神奈川県 文化堂  

 ベイシア  

 Peche 湯河原  

 ベルク  

 マツザキストア  

 まつざわ  

 まつざわ商店  

 mama の広場 浦賀店  

 マルエツ Scan＆Go決済も対象 

 マルエツプチ Scan＆Go決済も対象 

 丸清製麵  

 MYSTIC  

 三福屋  

 YAOFUKU  

 やまか  

 やまてつストアー  

 ユーコープ  

 ヨークフーズ  

 ヨークプライス  

 ヨークマート  

 ヨコカン C&C 相模原店  

 横浜乾物株式会社  

 よろずや  

 リンコス Scan＆Go決済も対象 

 ローヤルよつや 新羽店  

 ワイズマート  

 ワタナベストアー  

新潟県 安田屋  



新潟県 いちまん  

 ウオエイ  

 ウオロク  

 ウッキーマート JA 松ヶ崎店  

 A コープ  

 エスマート  

 エブリーデリス  

 かねま鮮魚  

 かみの井  

 かんだストアー  

 キューピット  

 キューピット大和  

 クオリティーフードマーケットのぐち  

 くりや商店  

 K マート 関川店  

 コープ魚沼  

 近藤商店  

 サカキヤ  

 さかた与板店  

 JA イッペコート  

 JAなじら～て  

 JA農産物直売所 ただいまーと  

 JAふれあい逢菜館  

 清水フードセンター  

 食彩酒館 渋谷商店  

 食鮮館 名古屋  

 食卓市場 かきや  



新潟県 食料品と惣菜の店だいも  

 ショッピング山谷  

 スーパーいまがわ  

 スーパー尾山  

 スーパーK マート関川店  

 スーパーサカキヤ 本町店  

 スーパーたまきや  

 スーパーたんぽぽ  

 スーパーつつじ  

 スーパーひまわり京ヶ瀬店  

 スーパーマルセン  

 生鮮の杜 キッド  

 せいの屋  

 関口喜代次商店 マルセ醤油醸造元  

 総合食品さいとう  

 相馬電機商会  

 たかのスーパー  

 玉木フードセンター  

 たんぽぽ  

 72 Seasons Super NATTUS  

 ナルス  

 にいつフードセンター  

 農家持ち寄り市場 採彩  

 のもと  

 畑商店  

 ハピー  

 原信  

 はらぜん  



新潟県 はりまや  

 ピアレマート  

 フーデリッシュ  

 フード岩室店  

 PLANT  

 フレッシュ梅津  

 ベイシア  

 細貝力蔵商店  

 マスヤ  

 マルイ  

 マルゲンスーパー  

 マルセン  

 マルニハピー 横町店  

 マルホンカウボーイ  

 丸山屋  

 ミートフード せいの  

 ムサシ食品館  

 メルシー  

 やまざくら  

 やましろや  

 横田精肉店  

 リカー＆フーズほんま  

 良食生活館  

 YZ マート  

富山県 あぐりっち佐野店  

 アルビス  

 いかしまフレンドリーショップ  

 石田株式会社  



富山県 ヴァローレ  

 A コープ  

 大阪屋ショップ  

 カモン食品館  

 キョーエイ  

 こしだスーパー  

 菜彩や フジタストア  

 サンコー本店おたや桐木  

 JAあおばの里  

 JA まんなか市場  

 JA ライフ富山  

 新鮮市場ホリタ  

 新鮮館 せきもと  

 スーパーフレック  

 スーパーほしば  

 ちょっ菜屋  

 中村屋  

 はやし食品  

 ヒラキストア  

 野村中央店  

 PLANT  

 ふれあい元気市場つるぎ  

 平和堂  

 Hot ミール  

 マルジンストア  

 マルナミ  

 まるまん  

 ムカイストアー  



富山県 ヤスブン小杉店  

 パスポート  

石川県 R＆Fヤマシタ  

 アルビス  

 犬丸屋  

 A コープ 能都店、内浦店は「第 2 弾 PayPay で能

登町を元気に！！最大 30%戻ってくるキャン

ペーン」も対象 

 大阪屋ショップ  

 かくだストア 宇出津店は「第 2 弾 PayPay で能登町を

元気に！！最大 30%戻ってくるキャンペーン」

も対象 

 金沢沖町店  

 きむらストアー  

 業務スーパー  

 グルメ館  

 JAあぐり  

 JA グリーン金沢  

 JA グリーン能美の市  

 JA グリーンわかばの里  

 JA元気村  

 JA こまつ木場潟  

 JA根上屋  

 JA織姫の里なかのと  

 自然食品の店 KOMATSU  

 ショップつるぎじ  

 新鮮市場ダイヤス  

 スーパーしんや やなぎだ店、おぎ店は「第 2 弾 PayPay で

能登町を元気に！！最大 30%戻ってくるキ



ャンペーン」も対象 

石川県 珠洲食品館  

 生鮮館ちゃれんじ  

 ダイヤモンド  

 トギストアー  

 どんたく 宇出津店は「第 2 弾 PayPay で能登町を

元気に！！最大 30%戻ってくるキャンペーン」

も対象 

 中島ストアー  

 西村ストアー  

 野々市 横宮店  

 能美 寺井店  

 白山 田中店  

 ひまわりチェーン  

 ぴゅあロフティ  

 ファミリーショップ サンライフ 「第 2 弾 PayPay で能登町を元気に！！

最大 30%戻ってくるキャンペーン」も対象 

 フードはまおか  

 ふれあいマート グリーンハウス 能登町の店舗は「第 2 弾 PayPay で能登

町を元気に！！最大 30%戻ってくるキャンペ

ーン」も対象 

 フレッシュフード&リカーだいまる  

 フレッシュフードはまだ  

 F・Fひろかわ  

 平和堂  

 マルエー  

 みやしたストア  

 ヤスブン  

 やま岸  



石川県 やまざき  

 四代目 ほんだ  

 和倉ショッピングセンター  

福井県 アグリらんど 喜ね舎 愛菜館  

 アルビス  

 A コープ  

 エフレ 清水本店  

 かじ惣  

 カトーフード  

 グルメ館  

 コープ  

 コペラわきもと  

 サニーマート  

 産直市場ピアファーム  

 JA梅の里会館  

 JA喜ね舎愛菜館  

 JA きららの丘  

 JA旬・ときめき広場  

 JA丹生膳野菜  

 JA もぎたて館  

 JAゆりいち  

 JAれんげの里  

 新鮮館  

 新鮮食品市場 まえがわ  

 スーパー丸笑  

 辻ストアー  

 丹生膳野菜  



福井県 ハニー  

 ビッグベリーマーケット  

 ビッグマート  

 フードショップ にしの  

 福井県民生活協同組合  

 フクイヤ  

 PLANT  

 フレッシュバザール  

 フレッシュプラザ しゅうさん  

 平和堂  

 ママーストアー  

 Mr.MARKET  

 ヤスブン  

山梨県 いちやまマート  

 A コープ  

 グディーズナカヤ  

 スーパーおの  

 スーパー公正屋  

 スーパーTAC  

 徳々市場  

 早川ストアー  

 フェニックスブラジル  

 フレッシュストアかめや  

 ベイシア  

 マルシゲ総合食品  

 山梨スーパーウスイ  

長野県 イーストアー 居町店  

 いちやまマート  



長野県 イルフ岡谷食品館  

 A コープ  

 岡谷生鮮市場  

 お酒と本屋  

 カクアゲ 本店  

 サニーライフ  

 サンショップイシカワ  

 JA アルプス一番松川農産物直売所  

 JA ええっこの里直売所  

 JA農産物直売所  

 しょうきち  

 食彩スーパーF 岡田店  

 ショッピングランドナピカ  

 新鮮屋 オタギリ  

 スーパーあらい  

 ス－パ－OZAKI  

 スーパーマーケットまると  

 スーパーマルゼン  

 すずき  

 台東食品  

 辻本屋商店  

 デリシア  

 ながの東急ライフ  

 ナナーズ  

 原信  

 ファミリーショップももせ  

 フレッシュストアー西沢  



長野県 フレッシュストアーレインボウ  

 ベイシア  

 別府 安楽屋  

 丸正金沢屋  

 マルモ商店  

 やおふく  

 ライフ越中屋  

岐阜県 浅野屋  

 あさひ  

 ASIA55 FOODS美濃加茂店  

 アルビス  

 移動販売ちごのね  

 魚周商店  

 A コープ  

 エイトクヤ  

 オークワ  

 オオマツフード  

 岡本屋 食料品店・塾  

 かしも産直市  

 カネマス福丸屋  

 GIFUSHO  

 GREEN UNION  

 郡上旬彩館 やまとの朝市  

 下呂魚介  

 コノミヤ  

 ザ・アミーゴス  

 栄屋フードセンター  

 Sakura Mart  



岐阜県 サンショップウメ  

 サンマート  

 サンマートサカイ  

 GG シェフ やましげ  

 Ｇるーと岐阜  

 JA グリーンセンター  

 ショッピングセンターさのや  

 スーパーサカイ  

 スーパー生鮮館  

 スーパー松岡屋  

 スマイル  

 スマイルショップエイトクヤ  

 星光中国物産  

 立花屋食料品店  

 たつのや食品  

 長栄軒  

 トミダヤ  

 ハイショップふじた  

 Baku  

 パワーズ 大井店  

 パレマルシェ  

 HUNG ANH HANG ベトナム食品 岐阜

店 

 

 フードショップ ヤオハナ  

 フードショップヤマニシ  

 富士屋デパート  

 ふたむらの鶏ちゃん  

 プライスカット  



岐阜県 PLANT  

 フレッシュフーズ ひるがの  

 フレッシュフーズマルアサ  

 フレッシュマートワンダー  

 ベイシア  

 平和堂  

 Bell Mart  

 BOSS FOODS MARKET  

 前田本店  

 まちの駅にわか茶屋  

 マツオカ  

 ママショップうえの  

 マルキ  

 マルセ舟戸商店  

 丸武ストアー  

 マルナカストアー  

 マルヒチ食料品店  

 MANPOW FOODS SERVICE  

 Mikawaya  

 道の駅 星のふる里ふじはし 販売所  

 道の駅 明宝  

 みなさまのもちまた  

 モンマートなかちょう  

 YAOASA  

 八百桂商店  

 ヤオマツ  

 ヤマサク  

 大和ストアー  

 吉田屋食料品店  



岐阜県 ヨシヅヤ食品  

 ヨシヅヤ物販  

 ワークスグループ  

静岡県 アソーゲタカラ 袋井店  

 E-MART  

 Yenviet Foods食品館  

 伊沢屋  

 石井米店  

 石津マート  

 伊勢屋ガリバー  

 魚七商店  

 臼井ストアー  

 A コープいなさ店  

 エスポット  

 エッグマート 松本店  

 エネルギースーパーたじま  

 エムエムフーズ  

 エンポーリオブラジル  

 オーガニックハウスあさのは屋  

 オークワ  

 太田町市場  

 大原屋商店  

 小倉屋  

 小澤商店  

 かきこや  

 掛川スーパー  

 割烹野菜専門店 えいと  

 Catarina  



静岡県 ギガパール  

 ギガマート  

 クックマート  

 桑原ストアー  

 小松観光センター魚季亭  

 ザ・アミーゴス  

 里の市場 カネカストア  

 Sanzen  

 産直プラザ ふれっぴー  

 サンフレッシュ  

 サンライズ  

 しあわせ農園  

 JA静岡市 ファーマーズマーケット  

 JA新鮮安心市場さすが市  

 JA新鮮市月見の里ひろば  

 JA森の市  

 しずてつストア  

 下山青果店  

 食鮮市場 Food marche CHOHO  

 新鮮市場 Joy  

 スーパーアンドウ  

 スーパーうわみつじ  

 スーパーおさだ  

 スーパー 御前崎店  

 スーパーカネハチ  

 スーパー 加茂店  

 スーパーキムラ  

 スーパースズキ  



静岡県 スーパーマーケットサカマル  

 スーパーマルシュウ  

 スーパーマルトモ  

 SUPER MERCADO PRONTO  

 スーパーヤマウチ  

 スーパー山金  

 スーパーやまみち  

 Smile Mart  

 セルフショップ いけがみ  

 総合食料品 ウオユウ  

 大黒屋  

 大地讃頌  

 たちばなや  

 タナカ  

 タンコンスーパー  

 地産地消の店 ストランズ  

 中国・アジア食材 望月  

 東急ストア  

 どっさり市  

 trevo supermarket  

 とれたて食楽部  

 ナガイストアー  

 中源商店  

 西岡ストアー  

 橋本屋商店  

 花灯  

 はなしょう  

 原米穀店  



静岡県 パレマルシェ  

 VITORIA REGIA  

 ヒバリヤ  

 日晴農場  サニーマーケット  

 ひまわり 佐野店  

 ファミリーショップ u マート  

 フーズライフ ハナマル  

 フードウェイ  

 フードストアあおき  

 フードマーケットマム  

 ふたまたストア  

 フレッシュセブン横井店  

 ベイシア  

 ベトナム食材販売 HoaiThu  

 ベトナム食材店 VIET FOODY  

 Boi Bom  

 蛍ヶ丘ショッピングセンター  

 北海道産直館  

 ポテト  

 BonVisage  

 町田屋商店  

 マッチャ カオリ ジャパン  

 松屋商店  

 マミー  

 マム肉市場 厚原  

 マルサ村松商店  

 マルシェあおき  

 マルモスーパー  



静岡県 まんさいかん  

 まんさく工房  

 望月  

 ヤオカツ  

 やさいのか  

 ヤスヒロ精肉店  

 山田屋  

 有限会社まきうち  

 ユーコープ  

 LAKO×エース  

 LUTI BRASIL  

 Y&K STORE  

 渡邊精肉店  

愛知県 愛農流通センター  

 浅野屋 一宮店  

 旭日物産  

 ACOUGE DO MENDES  

 IKESHITA SUPER PASAL  

 いずみや青果店  

 一色さかなセンター  

 一期家一笑  

 いちや  

 魚こう  

 魚徳  

 ウキナオ  

 梅村青果  

 A コープ  

 オーガニックショップ サンアイ  



愛知県 オークワ  

 OSU SUPER PASAL  

 おおたにや  

 おつけもの 松永  

 かきこや  

 KAZOKU FOODS HALAL MART  

 角善  

 かねまるセンター  

 株式会社フナハシ  

 韓国特送  

 菊井ストア  

 クックマート  

 コノミヤ  

 小松屋精肉店  

 ザ・アミーゴス  

 魚 DAKE  

 SAKURA FOODS  

 Zafal Halal Food Store  

 サリラヤ  

 サンエース  

 サンフレッシュブルーム  

 JAあぐりパーク食彩村  

 JA ファーマーズマーケット  

 JS  SPICE  HOUSE  

 しばしょう  

 清水屋春日井店食品  

 清水屋小牧食品  

 清水屋藤ケ丘店食品  

 市民市場ピカイチ  



愛知県 上美中華食品坊  

 John’s market  

 食彩広場  

 食品館大阪屋  

 ショッピーやまね  

 SIlk Road Market  

 Justino’s meat house  

 志も大  

 欣欣 中国物産  

 新鮮組  

 スーパー間崎  

 スーパーダイキン 観音店  

 スーパーマルキ  

 スーパーヤオトシ  

 スーパーヤマダイ  

 スーパーヤマト  

 スーパーやまのぶ  

 スーパーよしおか  

 スーパーよしかね 野依台店  

 SARI ALAM FOOD SHOP  

 成城石井  

 総合食品 マルヨ  

 ゾンネガルテン  

 大正屋商店  

 thai store tik  

 大成物産 アジア食材  

 ＤＡＩＤＯオレンジマート  

 大安商店  

 ダイワスーパー  



愛知県 高砂屋 若竹店  

 高見ストア  

 千佳中国物産  

 中国物産 栄盛  

 CHO VIET HONJIN  

 D-MARKET  

 デイリーコンビニエンスヤマヨシ  

 デイリーショップ サシカネ  

 寺島商店  

 天華中華物産  

 THUC PHAM VIETーNHAT  

 TOKAI RIKA MART  

 DURGA MART  

 TOPFURUTS  

 ドミー  

 Tommy Fruits  

 とりた麹店  

 ドリンクのオータケ  

 ナリタ  

 肉処 和せん  

 肉の丸小  

 西山ストア  

 ニワ商店  

 NOOR HALAL FOOD  

 早川フード  

 パレマルシェ  

 ハローフーヅ  

 彦平商店  

 ビッグリブ  



愛知県 ヒバリヤ  

 ファーマーズマーケット ブリオ 東海店  

 HUNG ANH HANG ベトナム食品 一宮

店 

 

 フードショップカトー  

 フードショップコロナ  

 フードショップのりみつ  

 フードショップはらだ  

 フードマーケットマム  

 フードショップマルゲン  

 フードステーション カネ銀トミダ  

 フードプラス  

 Brazilian Foods  

 フレッシュ J マート  

 プロマーケット  

 プロムナード高見  

 ベイシア  

 平和堂  

 北陽水産  

 ほなみ  

 PontoBrasil  

 Bom Brasil  

 My Brasil mercado  

 ＭＹ ＢＲＡＳＩＬ ＲＥＣＡＮＴＯ  

 マコー食品  

 マルイチ  

 丸一ストアー  

 丸久精肉店  

 マルコウ  



愛知県 マルス  

 マルタミ  

 マルツ  

 丸和商店  

 マンカノール フィリピンストア  

 MANGCOLAS × KATUTUBO  

 Mang Jose Phil. Store  

 Mamma マンマ  

 Mikawaya  

 みどりや  

 ミマス  

 MugenFoods  

 ムラクモフルーツ  

 名城市場  

 やおきんフード  

 八百広商店  

 八百宗商店  

 YAMADA THAI STORE  

 ヤマトストアー  

 山安  

 ヨシヅヤ物販  

 よしむらストアー  

 リブリンク  

 RI MART  

 綿半フレッシュマーケット  

三重県 アニーズ 三平  

 魚長  

 エコータカオカ  

 EL SHADAY  



三重県 オークボフーズ  

 大倉スーパー  

 オークワ  

 おかずや ミネちゃん  

 おばあちゃんの店  

 コスモス  

 サンディ  

 サンバードコトブキ  

 JA産直ひろば  

 JA とれたて市ひぞっこ  

 JAふれあいマーケット ぬくいの郷  

 JAほのぼの市場  

 JAみえなかきっする黒部  

 しばしょう  

 スーパーサンシ  

 スーパー名門  

 スーパー福永  

 生鮮市場ベリー  

 鳥羽マルシェ  

 永田チェーン  

 中谷商店  

 BUDDY MART  

 HAMRO PASAL  

 ひまわり 磯津店  

 ファミリーショップイトウ  

 フードセンター八百半本店  

 プライスカット  

 PLANT  



三重県 フレッシュにしむら  

 ふれっしゅふーどいやさか  

 プロマーケット  

 ベーシック 亀山店  

 Boi Bom  

 マルサ海産  

 マルソウ  

 マルヤス  

 MugenFoods  

 八百亀  

 八百半  

 八百彦フードセンター  

 ヤマザキファーム  

 （有）水谷食品  べるちりりんとうふ  

 ヨシヅヤ食品  

 ヨシヅヤ物販  

滋賀県 i・mart  

 イズミヤ  

 魚忠ママセンター  

 エフマート  

 ケントボーイズ 甲西中央  

 サンディ  

 JA菜々笑  

 JA きてかーな  

 JA ここぴあ  

 JA花野果市  

 ショッパー桜川  

 スーパーサンライズ 坂本店  



滋賀県 スキナブラジル  

 生鮮館げんさん 堅田店  

 ダイエー瀬田店・イオンフードスタイル  

 鳥善  

 永田チェーン  

 ハッピーテラダ  

 ハッピー六原 草津店  

 パリヤ P マート  

 パリヤ プチ・サンジェルマン  

 パワーズ 高月店  

 二葉屋  

 PLANT  

 フレスコ  

 ベイシア  

 平和堂  

 PONTO BR  

 マキノのええお店さいがわ  

 丸善スーパー  

 八百亀  

 吉野屋  

 綿庄食品店  

京都府 アミティ 亀岡ショッピングセンター  

 イオンフードスタイル  

 イズミヤ  

 エムジー  

 オーディエー 京都本店  

 岡山八朗兵衛商店  

 カンザキヤ  



京都府 牛彩家 アイハートキムラ 北山店  

 京老舗の味 舞妓  

 京美  

 京ベジマルシェ  

 業務スーパー  

 KINSHO  

 COOKSTORE  

 グルメシティ  

 グレースたなか  

 ケントボーイズ  

 コノミヤ  

 COMON  

 SATAKE  

 さとう  

 サンディ  

 サンフェステ  

 JA たわわ朝霧  

 JA丹後やさい館きちゃり一な  

 旬工房 食品館  

 ジョイクックおくだ  

 ショップ 5条  

 新鮮激安市場！  

 新鮮食品館アイハート 西院店  

 スーパーカネタ・和城  

 スーパーさくらいや 寺町店  

 スーパー サンフレッシュ  

 スーパーなかつじ  

 スーパーにしがき  



京都府 スーパー藤田京都  

 スーパーラスカ  

 生鮮卸市場ケント 東寺店  

 生鮮館なかむら  

 ダイエー  

 大国屋  

 つねよし百貨店  

 デイリーカナート  

 デリカ・ダック 特選食品館デリカシェフ  

 永田チェーン  

 仲友物産  

 中村屋  

 にしがき まいづるマルシェ  

 ハーティライフかみとも  

 Harves  

 バザールタウン  

 ハッピーテラダ 黄檗店  

 ハッピー六原  

 ファーマーズ  

 FOOD&LIQUOR ヤノ  

 フードショップじょうけ  

 フードネットマート  

 ふじの実福知山店  

 富士山仙女神社  

 PLANT  

 フレスコ  

 フレスト 松井山手店  

 フレッシュバザール  



京都府 フレッシュ・メゾン  

 フレンドフーズ  

 平和堂  

 ベンリー山崎  

 ほていや  

 マツモト  

 マルシェ上桂  

 ミニフレッシュ  

 メッサ北野  

 八百仙  

 ラブリー円明寺  

 リバティ長岡  

大阪府 アートタウン香里  

 アカシヤ  

 アジアスーパー  

 アルファ喜連  

 イオンフードスタイル  

 いかり  

 イズミヤ  

 いちふくスーパー  

 いろは  

 Uno Mart Imazato  

 エッグの台所  

 エバグリーン  

 エル・エム・ピー  

 オーガニックプラザ せんちゅうパル店  

 オークワ  

 オーディエー 寝屋川店  



大阪府 おかずの国  

 佳品物産 林寺店  

 北田辺味道館  

 北乃屋  

 京美  

 業務用食品館  

 KINSHO  

 グルメシティ  

 ケントボーイズ  

 COOP  

 CoDeli  

 コノミヤ 守口店は「きてや守口！1月はお得がもりだく

さん！対象店舗で最大 30％戻ってくるキャン

ペーン」も対象 

 サーブ  

 SATAKE  

 サボイ味道館  

 サンディ  

 サンパール  

 サンプラザ  

 Ｃ＆Ｃエンド  

 JA畑のつづき  

 JAふれあい門真店  

 JAふれあいセンター  

 JA フレッシュ・クラブ  

 JA またきて菜  

 シェフカワカミ  

 旬屋  

 ショッピンングプラザ新大阪  



大阪府 鑫縁物産  

 スーパーオオカワ  

 スーパーかまだ  

 スーパー北庄  

 スーパーことぶき  

 スーパーサンエー  

 スーパーサンキョー菜鮮果  

 スーパー玉出 

 

千林店は「きてや守口！1月はお得がもりだく

さん！対象店舗で最大 30％戻ってくるキャン

ペーン」も対象 

 スーパーナショナル  

 スーパーはやし 堺市駅前店  

 スーパーマルハチ  

 スカイマート 藤沢台店  

 スマイル淀川  

 成城石井  

 生鮮卸市場ケント 福島店  

 生鮮食品館 ベイはしば 「きてや守口！1 月はお得がもりだくさん！対

象店舗で最大 30％戻ってくるキャンペーン」も

対象 

 ダイエー  

 デイリーカナート  

 永田チェーン  

 79 VietMart  

 7+1物産  

 南河生鮮市場 羽曳野店  

 ニューマルシェ  

 額田駅前店  

 ノセボックス  



大阪府 Harves  

 PEOPLE'S天五店  

 ビッグサン  

 ピュア 13  

 ひらかたもより市マーケット  

 foodium  

 フードショップ 井上  

 フードショップ青葉 千林店  

 フードネットマート  

 畚寅  

 藤白台プラザ  

 プライスカット  

 フランス屋 池田ストア 横山店  

 ふるさとスーパー 今里店  

 フレスコ  

 フレスト  

 フレッシュしみず 加島店  

 フレッシュシンワ  

 フレッシュバザール  

 フレッシュマーケット アオイ  

 フレッシュマルチュウ  

 プロマート 天満市場店  

 viet quan 98  

 平和堂  

 細川米穀南店  

 マツゲン  

 マツモト  

 マルナカ  



大阪府 マルミストアー  

 ミートプラザ 高鷲店  

 Miniel 西本町店  

 モリタ屋  

兵庫県 アカシヤ  

 浅川食料品店  

 アサヒ屋  

 荒木商店  

 イオンフードスタイル  

 いかり  

 イズミヤ  

 イセダ屋  

 鵜野商店  

 うまいもんいち POT  

 エイショップ はまだ  

 オーガニックガーデン ピオレ姫路店  

 オーガニックプラザ  

 オークワ  

 かぴまーと  

 カワベ  

 京美  

 業務スーパー  

 業務用食品館 つつじが丘店  

 quality market wada-ya  

 苦楽園センター  

 グリーンコープ  

 グルメシティ  

 GOLD LAND DAT VIET MART  



兵庫県 ココモ 春日店  

 こめやストアーやなせ店  

 サーブ  

 SATAKE  

 さとう  

 サンディ  

 JAベジーズ館  

 JA さよう野菜市  

 JA旬彩蔵  

 JA ファーマーズ  

 島のめぐみマルシェ  

 JANE HALAL MART KOBE  

 旬彩館 山喜  

 食の工房みやまえ  

 新生屋食品店  

 スーパーオオジ  

 スーパーキンキ  

 スーパーサンエー 杭瀬店  

 スーパーストアおだ  

 スーパー玉出 尼崎店  

 スーパーつかもと  

 スーパーにしがき  

 スーパーマスカット 緑ヶ丘店  

 スーパーマルハチ  

 成城石井  

 ダイエー  

 ちこまーと  

 寺前楽座 まちの灯り  



兵庫県 鳥羽商店  

 Nagata 食遊館  

 永田チェーン  

 永谷食品  

 中町ふうしや  

 中野商店  

 なかのストア  

 にしがき  

 のんきや  

 バザールタウン  

 はっぱや神戸  

 ハッピー川西  

 はっぴぃまーと  

 パルプラザ  

 パントリーＪＲ宝塚駅店  

 PEOPLE'S三宮  

 ひのストア  

 ひょうたんや  

 平岡やまと  

 フードショップ マルコ マルコフーズ  

 フードショップいじり  

 フードショップ小畠  

 フードショップ日足  

 フードショップ御影山手  

 フードネットマート  

 ふじの実 豊岡店  

 プチマルシェ  



兵庫県 プライスカット  

 PLANT  

 フレスコ  

 フレッシュしみず 本店  

 フレッシュバザール  

 フレッシュ・フィールド  

 フレッシュマートかどわき  

 フレッシュマルチュウ  

 平和堂  

 ほそおか食品  

 ボンマルシェ  

 マーケットとくた  

 マイマート  

 マイマルシェあわ津名市場  

 マイマルシェ洲本とれたて市場  

 街の果樹園  

 松岡食料品店  

 松本商店  

 まねき屋 宝塚店  

 マルアイ  

 マルコキッチン  

 マルナカ  

 みきや  

 ミニフレッシュ  

 むらかみ  

 西武庫本店  

 八百屋マスカット  

 やさい くだもの いけだ  



兵庫県 ゆめタウン  

 Ｌets マート みずしま  

奈良県 イズミヤ  

 エバグリーン  

 オークワ  

 カネキモリカワ  

 KINSHO  

 サンディ  

 サンプラザ  

 スーパーおくやま新町店  

 スーパーヤマイチ  

 ダイエー  

 デイリーショップ タナカ  

 永田チェーン  

 中村屋  

 ならコープ  

 南河生鮮市場 大和高田店  

 Harves  

 ビッグ・ナラ  

 フードハウスタケシマ  

 プライスカット  

 マツゲン  

 マルナカ  

 森山食品  

和歌山県 A コープ  

 エイトマートン  

 エバグリーン  

 オークワ  



和歌山県 グルメシティ  

 K マート 金屋口店  

 コープ  

 サニーマート  

 ザ・ロウズ 365  

 サンワ 舟津店  

 JAわかやま  

 JA奥熊野古道ほんぐう  

 JA米工房  

 清水ショッピングセンター  

 下三栖店  

 スーパーデリシャスヒロ御坊店  

 スーパーネゴロ  

 スグラデンカン  

 生鮮食品館ヒダカヤ  

 ダイエー田辺 SC 店・イオンフードスタイル  

 太地漁協スーパー  

 ＤＥＬＩＳＩＳＩＮＡＲＩ  

 デリシャス広岡  

 なかやま  

 ニコニコヤ  

 ハイマート  

 HATI  

 八屋  

 ヒラマツ  

 Vショップ 桟橋店  

 フードショップ たにぐち  

 福亀堂 三段店  



和歌山県 プライスカット  

 マエオカストア  

 マツゲン  

鳥取県 いかり楽粹  

 Ａコープ  

 エスマート  

 江角商店  

 エム・マ－ト  

 河本商店  

 交流センターゆるりん館  

 JAあぐりポート琴浦  

 JA グリーン  

 JA さんフレッシュいなば  

 JA地場産プラザ わったいな  

 JA旬鮮プラザ  

 JAハワイ夢マート  

 新あじそう  

 スーパーマートサンアイ  

 チズストアー  

 天満屋ハピーズ 郡家店  

 東宝ストア  

 トスク  

 ファミリーショップニシオ  

 ファミリーストアいしかわ久米店  

 PLANT  

 マルイ  

 まるごう  

島根県 阿井食品センター 下阿井店  



島根県 アイパルテ 東出雲店  

 あいマーケット  

 いわみプラザショッピングセンター  

 活鮮ストアー  

 かもマート  

 業務用食品スーパー  

 グリーンシティー  

 興南堂  

 澤蓮商店  

 サンマート  

 JA グリーンセンター  

 JA しまね  

 シンコー  

 スーパーウィズ  

 スーパーマーケット ハロー  

 スーパーマートサンアイ  

 はたマーケット  

 ファミリーショップうめだ  

 フーズフーズ  

 フードプラザすまいる  

 藤増ストアー  

 PLANT  

 まつのや  

 マルシェ あさり市場  

 マルシェ温泉津市場  

 マルタケストア  

 マルヨシショッピングセンター  

 みさと市  



島根県 みしまや  

 山京平成店  

 ゆめタウン  

 ゆめマート  

 横田蔵市  

 ラパン  

 ラピタ  

 Ｙショップ 三保店  

岡山県 赤坂ストアー  

 アジア物産 store  

 味彩館  

 井原直売所 いばら愛菜館  

 井原 芳井マーケット  

 牛窓ショッピング  

 A コープ  

 エスマート  

 大橋ストアー  

 おかやまコープ  

 おかやま産直市場  

 岡山熟食物産店  

 笠岡ふれあい青空市しおかぜ  

 鴨方直売所ふれあい朝市 なごみ  

 キョーエイ  

 倉敷青空市やさい畑  

 グランドキッチン  

 グランドマート  

 グリーンコープ  



岡山県 児島直売所 郷の里  

 金光直売所 みわの里  

 里庄直売所 里ちゃん  

 サンディ  

 JAあしん広場  

 JA岡山  

 JA晴れの国岡山  

 旬鮮市場 BASIC  

 ショッピングプラザ まえだ 総社店  

 新鮮市場きむら  

 スーパータマヤ 東児店  

 スーパーひとみ  

 スーパーヒルセン  

 菅生直売所ふれあい青空市 すがお  

 菅野食料品店  

 ストアーやまもと 黒崎店  

 スミダ商店  

 玉島北直売所 メルカートたまきた果菜館  

 玉島直売所ふれあい朝市 おなじみさん  

 玉屋  

 ティオ  

 天満屋ハピーズ  

 天満屋ハピータウン  

 肉と生鮮ジャンボ市 敷島や  

 ニシナフードバスケット  

 西村商店 西脇屋  

 ニューこうなん  



岡山県 パサージュ  

 ハッピーライフ いけだ  

 はなやか  

 ハピーマート  

 早島直売所ふれあい青空市  

 晴れの国岡山農業協同組合  

 ファイン  

 ファミリーストア いけだ  

 フードセンターたが  

 フクニシ  

 船穂直売所  

 PLANT  

 フレスタ  

 ポルカ食品館  

 マルイ  

 マルシェ アイ  

 まるだい  

 みかもストアー  

 三井生協  

 村上食料品店  

 もりはら  

 森原商店  

 山﨑商店  

 山下商店  

 山手直売所 ふれあいの里  

 ゆめタウン  

 ゆめマート  

 両備ストア  



岡山県 わたなべ生鮮館  

広島県 明石ストアー  

 あがた本店  

 アバンセ  

 アルク  

 アルゾ  

 池田商店  

 いこうスーパー  

 大野生鮮市場  

 ＫＩＮＤＳＨＯＰ 中野  

 かがわストアー  

 カレンズ  

 かわすみ  

 かわまつ  

 川本ストアー  

 ギフトショップ花かご館上下  

 業務スーパー  

 業務用スーパー 東雲店  

 業務用食品スーパー  

 甲田ショッピングセンター パルパ  

 こころろ 横川店  

 笹兵衛  

 さなだストアー  

 JAおいしい旬館となりの農家  

 JA交流ひろばとれたて元気市  

 JA庄原生活センター  

 JA食彩館しょうばら ゆめさくら  



広島県 JA東城きんさい市  

 JA農彩館  

 JA広島菜漬センター  

 JA FUKUYAMAふくふく市  

 JA VEGEPARK安芸高田  

 JAやっさふれあい市場  

 下緑井生鮮市場  

 ジャンティ舟入店  

 ショージ -Shoji-  

 食彩市場  

 新鮮広場みむら  

 スーパーマミー  

 Spark  

 スマイルキッチン  

 生鮮市場ベジタ  

 セルフ稲田  

 THUC PHAM VIET HIROSHIMA  

 つるや 住吉浜店  

 天満屋ハピータウン  

 トーエイ  

 とよまつストアー  

 なかたストアー  

 ナチュラルマーケット IKO  

 ニチエー  

 ハタジキフードセンター  

 日立因島生協  

 ピュア―クック  

 ひろしまみなとマルシェ  



広島県 ひろや  

 フードウェイ  

 フードオアシス みよし  

 フードガーデンニチエー  

 フードグランニチエー  

 フジ  

 フジグラン  

 フレスタ  

 フレックス  

 フレッシュセンターはたけやま  

 フレッシュマートマミー  

 プロマート  

 マートピア きもと  

 ママチェーン  

 マルキュウ 元町店  

 マルシェー  

 丸善ストアー  

 まるそう  

 万惣  

 三谷屋  

 三次フードセンター  

 MATE  

 モラドール  

 やまさきショップ  

 ユアーズ  

 ゆめタウン  

 ゆめマート  

 ＲＩＣ 鳴戸屋  



広島県 LECT  

 Ｙショップ 千代田 八反田店  

 わきストアー  

山口県 アトラス  

 アルク  

 アルゾ  

 A コープ  

 業務スーパー  

 グリーンコープ  

 これはおいしいアッハッハ  

 サィサィみとう  

 サンマート  

 JAあぐりプラザおふく  

 JAいただきま～と  

 JA島のめぐみ  

 JA新鮮館  

 JA とれたて満菜  

 JAFAM’S キッチンいわくに  

 JAぶちええ菜  

 JAみとう  

 JA遊気百菜館  

 JA Yショップ  

 スーパー小松 大神店  

 スーパーよしもと 大海店  

 新鮮市場  

 生鮮食品館 マルシン  

 中央フード  

 firm  



山口県 フードあきもと  

 フジ  

 ふじい食品  

 フジグラン  

 フレスタ  

 プロマート 岩国店  

 ほほえみの郷トイトイ  

 まるき  

 マルキュウ  

 ゆめタウン  

 ゆめマート  

徳島県 あいさいキッチン  

 阿波食ミュージアム  

 池添鮮魚店  

 M&M マルナカマート  

 海鮮市場 福力丸  

 喜多野安心市  

 業務用食品スーパー阿南店  

 キョーエイ  

 ザ・カジュアル池田店  

 JA グリーン  

 JA とれとれ市公方  

 JA農産物直売所「えがお」  

 JAふれあい産直市  

 JA よってネ市  

 食彩市場 三和  

 ショッピング大黒  



徳島県 ショップかたやま２１  

 スーパーダイコクドー  

 スーパーなかはら  

 スーパーニシミヤ  

 スーパーフレンズ  

 生鮮スーパーニコー  

 セルフの店かわむら  

 太子屋 新町店  

 田村商店  

 デイリーマート  

 野崎商店  

 ファミリーストアつじ  

 フードショップふじむら  

 フジ  

 フジグラン  

 歩危マ－ト  

 マエダフード  

 真木野商店  

 マルナカマート  

 安岡酒類食料品店  

 山口ストアー  

 ユートピア  

 ゆめタウン  

 わっしょい広場 阿南店  

香川県 コープかがわ  

 コウノ商店  

 産直市くばら  



香川県 ショッピングストア今川 仁尾浜店  

 新鮮市場きむら  

 新鮮食材の店ささき  

 スーパー丸十  

 高松私設市場イリタニ 屋島店  

 谷澤数光商店  

 中屋センター  

 はやし食品センター  

 ピカソ  

 ふーずらんど  

 フジ  

 フジグラン  

 PLANT  

 プリティショップ HANAKO  

 フレッシュショップトマト  

 まちマルシェ・きむら  

 まるまんセンター  

 ムーミー  

 ゆめタウン  

 ゆめマート  

愛媛県 あさつゆマルシェ  

 うさみ  

 エフ・マルシェ 古川店  

 おいでな菜家 ゆやま店  

 オズメッセ  

 鹿野川主婦の店  

 かをる屋  

 京美  



愛媛県 コープ  

 コンビニエンスストアやまうち  

 sake-town こもり  

 サニーＴＳＵＢＡＫＩ  

 サニーマート  

 サンエース  

 JA愛たい菜  

 JA うま  

 JA彩菜サイコー  

 JAジャジャうま市  

 食彩館エルベ２４  

 スーパーABC  

 スーパーいしまる  

 スーパー石丸  

 スーパーたかすか  

 スーパーハッピー栄町店  

 末広マート  

 生鮮市場ヴォーグ  

 生鮮市場まるひろ  

 そごうマート  

 大新  

 とうしょく  

 日立因島生協  

 ファーマーズマーケット いよっこら  

 フジ  

 フジグラン  

 街のやおやさん 湊町店  



愛媛県 松山生協  

 丸伝ストアー  

 メディカルＭ  

 矢野ストアー  

 ヤマザキショップ  

 有限会社奥村ストアー  

高知県 宇佐ショッピングセンター  

 Ａコープ  

 業務スーパー  

 吉良川スーパー  

 小松青果  

 コモンズ大月店  

 さいわいスーパー  

 サニーアクシス  

 サニーマート  

 サンキューひだか  

 サングリーンクリハラ宿毛店  

 サンプラザ  

 生鮮＆業務用食品 ポプラ  

 ショッピングセンター プラザパル  

 ショッピングやまき  

 SUPER STORE みやむら  

 スーパー彦市  

 高橋スーパー  

 ちきん館  

 ナンコクスーパー  

 西森商店  



高知県 橋本ストアー  

 春野センター  

 フジ  

 フジグラン  

 毎日屋  

 ママショッピングセンター  

 みはらのじまんや  

 みやたエイト  

 モンマート  

 ライフショップまつした  

福岡県 アイアイささぐり  

 アスタラビスタ  

 アタックス 豊前店  

 アルク  

 アルゾ  

 AND THE SOIL.  

 生き活き市場 Good Smile はまゆう  

 いせやフーズクラブ  

 イトシマヤ  

 内野ストアー  

 江崎ストアー  

 エルショップ  

 おさかな天国  

 お肉•惣菜はまちゃん  

 カッホー馬古屏  

 唐木ストアー  

 KAWASHOKU食彩館  

 くが青果店  



福岡県 K マート  

 健康市場 マルエイ  

 こすもす  

 さきやまフードセンター  

 サトー食鮮館  

 サニー  

 JA愛菜市場  

 JAかっぱの里  

 JA来てみんねかながわ  

 JA旬彩の市やさい畑  

 JA大地の恵み  

 JA にじの耳納の里  

 食品センターみぞた  

 新日通 The Four Seasons  

 スーパーイマジョー  

 スーパーとみやま 東町店  

 スーパー宝城  

 スーパー細川 豊前店  

 スーパーマークス  

 スーパーマーケット ASO  

 スリーエスしばた  

 生産者直売所むなかた物産市オアシス  

 生鮮市場大手門  

 生鮮市場リエゾン  

 鮮ど市場  

 ダイキョーバリュー  

 ちくご川まるごと市  

 Trade mart  



福岡県 No.9ASIA物産  

 西鉄ストア  

 ニューヨークストア  

 農産物直売店 ぶどう畑  

 農事センター ひまわり広場  

 ハイマート  

 はかた新鮮市場(Mr.ワールド)  

 バカ安八百屋  

 フードウェイ  

 ふれあいマーケット愛宕  

 ベストマート  

 マックスバリュ  

 マルコーバリュー  

 みきやストア―  

 MiraiMarket  

 もろおか市場  

 友誼商店福岡店  

 マルゴ屋食品センター 「第 2 弾 いっ PAY 買って！いっ PAY 食べ

て！たがわ応援キャンペーン」も対象 

 ゆめタウン  

 ゆめマート  

 吉田フードセンター  

 わたなべ青果  

佐賀県 アスタラビスタ  

 アルゾ  

 市場 バリュー サンエー  

 エレナ  

 Carrot 西唐津店  



佐賀県 古藤青果 愛菜果  

 コンビニピオ  

 坂本ストアー  

 The スーパーマーケットヘアー  

 サンフレッシュ  

 ショッピングセンターラポール  

 ショップ伊東  

 スーパーウエスト 有田店  

 スーパーハネ  

 生鮮市場 多久店  

 生鮮横丁  

 たけお屋  

 ファインズＴＡＫＥＤＡ  

 ファミリーショップやまぐち  

 フードウェイ  

 food shop はちや  

 フクシマストア  

 まいづる  

 まるしょう  

 ユアー新鮮館  

 ゆめタウン  

 ゆめマート  

長崎県 アピ－ルセンターいわい  

 磯商店  

 A コープ  

 S東美  

 S マート  



長崎県 エレナ  

 大川ストアー  

 カミティバリュー  

 ガンバル市場まつもと君  

 かんぼストア  

 キッチンハウスみつい  

 黒田ストアー  

 コンビニマートキワミ  

 坂本屋  

 サンピア  

 JA アグリプラザ四季菜館  

 JA ごとう  

 JA産直市場五島がうまい  

 JA潮菜館  

 JA島の駅壱番館  

 JAひう花菜市  

 JFいきつき  

 島原らんらん市場  

 しみずストア  

 しみずストアリカーズおおせと  

 春夏秋冬  

 ジョイフルサン  

 食彩館まるはち本町店  

 食彩ストアーマイマート  

 ショッピングセンターなかむら  

 ショッピングセンターはやしだ  

 スーパーウエスト  



長崎県 スーパーコンビニエンスストアひでしま  

 スーパーサイキ  

 スーパーながむら  

 スーパーバリューイチヤマ  

 スーパーマルダイ  

 スーパーヤマグチ 八畑店  

 スーパーウエスト 亀岳店  

 セイヨーストア(酒のあおい本店）  

 ダイキョーバリュー  

 大門  

 たけだ スピリッツ店  

 ＦＳたけだメルカド  

 ダンクユー  

 つじ商店  

 つじマート  

 つばき屋  

 ナイスデイ  

 ニックの国 畝刈店  

 ハイマート  

 浜勝ストア  

 バリュー 二本松店  

 ファンタスマーケット  

 VC ポイントショップ島原井上  

 フーズピープル  

 フーズホットライン  

 フードショップ丸宮  

 フルノストアーサザ  



長崎県 フレッシュスーパータマヤ  

 フレッシュマート  

 フレッシュもとやま  

 プロマート みつい島原店  

 ＦＳマートアリーナ  

 Ｆ・Ｓ松浦店  

 松形屋  

 マルセイ  

 まるたか生鮮市場  

 丸八ストアー  

 まるまん  

 丸宮商店  

 ゆめタウン  

 ララコープ  

 LaLaながよ  

熊本県 アタックス  

 新居商店  

 イスミ  

 魚弘夢彩館 あんじぇらす  

 浦本ストアー  

 A コープ  

 エビスパーナ  

 エムマート八景水谷  

 鬼塚商店  

 兼田酒店  

 鹿本ショッピングセンターRio  

 菊川商店  



熊本県 菊屋みかん店  

 グリーンコープ  

 健康市場 マルエイ  

 サニー桜木店  

 サンキューマート  

 サンロード  

 JAサンサンうきっ子  

 JA ファーマーズマーケットでこぽん  

 ショッピングセンター いわしや  

 ショップはまさき  

 ショッピング熊本屋  

 しんかい  

 スーパーゼロ  

 スーパーマーケット ハラグチ  

 スーパーマーケット ヒラキ  

 スーパーみつい  

 スーパーよつかど  

 生鮮センター古城店 Da ウィン  

 鮮ど市場  

 綜合食品ヒラキ  

 堤田本店  

 鶴屋フーディワン  

 永田商店（湯浦ＳＣペア内）  

 ニシムタ  

 浜食品  

 ビックオーク  

 フードウェイ  



熊本県 フードプラザにしだ  

 ふれあいショップせいわ  

 フレッシュしみず  

 フレッシュにしだ 高田店  

 フレッシュマートのなか  

 フレッシュみずもと  

 マーキーマート  

 マミーマート  

 三河屋御代志店  

 村上商店  

 ユーマートトクナガ 長洲店  

 ユ－マ－トひらた  

 夢大地 食彩館  

 ゆめタウン  

 ゆめマート  

 よかもんね！  

 リカー＆フーズうえむら  

 リカーフーズべっき  

 ロッキー  

大分県 アタックス  

 あべよしストアー  

 天ヶ瀬ストア  

 移動スーパー とくし丸  

 移動スーパーふくろう便  

 イトマン商店  

 かねよし  

 神田楽市  



大分県 グリーンコープ  

 高原ショップ小野  

 コマツ杵築店  

 コンビニたかくら  

 JA旬の館  

 ショッピング  

 ショッピングセンターはなだ  

 ショッピングプラザエース  

 ショッピングプラザカサキ  

 新鮮市場ＡＸ  

 スーパーあさの  

 スーパーかかぢ  

 スーパーバリュー   

 スーパー細川  

 生鮮市場そのだバリュー 玖珠本店  

 セキストア  

 チコマートかわの  

 チコマートことぶきや  

 デリマートかなえだ  

 平川商店  

 ファーレマーケット  

 ファミリーショップ小串  

 フミヤ  

 フレッシュマ－トたちばな  

 フレッシュマートてつや  

 ほんだストアー  

 YAOYA808YAMAJI  

 YAMATO「肉らしいほど、うまい肉」  



大分県 ユーマート  

 ゆめタウン  

 ゆめマート  

宮崎県 azuro  

 アタックス  

 ウメコウジ  

 川畑商品店  

 キボウノミセ  

 グリーンコープ  

 くろきストアー  

 サンシールさの  

 サンフレッシュむしか  

 三文の徳  

 JA八菜館  

 JAわちどんが村  

 四季彩館ほりぐち  

 ショッピング  

 ショッピングのだ 出来島店  

 スーパーケンちゃん  

 スーパーびせ  

 スーパー平城  

 スーパーまつの  

 スーパーやまさ  

 鮮ど市場  

 ナガノヤ  

 奈須スーパー  

 ニシムタ  



宮崎県 日南山形屋食選館  

 のだス－パ－芳士店  

 HEARTYながやま  

 パオ食鮮館クック  

 パシオ  

 ハピネス 恒久店  

 はまだストアー  

 はまのセンター  

 パントリーけいすけ  

 b-connect  

 ひゃくしょう市場  

 ファミリーショップ   

 FOOD コンビニながやま乙房店  

 フレンドリーマート  

 まえだストアー  

 マルイチ  

 ミートショップ  

 矢野商店  

 山形屋ショッピングプラザ  

 山形屋ストア  

 やまふじ  

鹿児島県 秋丸商会  

 アタックス  

 ありきストア  

 泉ストアー  

 市場バリュースズヒガシ 喜入店  

 市場バリュートーゴー 本店  

 A コープ  



鹿児島県 大平商店  

 角栄センター  

 ガストール永岡  

 かめや  

 きりしま国分山形屋食品フロア  

 クイーンズしろやま  

 グリーンコープ  

 グリーンストア  

 こぐま商店  

 小迫ストアー  

 サンシード  

 サンピア食品館  

 JA鹿児島きもつき  

 JA結び屋  

 四季彩館ほりぐち 志布志店  

 食鮮館 ライフ  

 ショッピングセンターふくり  

 ショッピングセンターワコー  

 ショップはしぐち  

 城山ストアー  

 新鮮倶楽部おおやま  

 新留ストアー  

 スーパータイヘイ  

 スーパートップ  

 スーパーやました  

 スーパーよしだ  

 スーパー吉村  



鹿児島県 スーパーヨネモリ  

 ストアーうちだ あご肉  

 鮮ど市場  

 川内山形屋食選館  

 そのだストアー  

 ダイマル本店  

 たなか屋  

 地球畑  

 Ｔショップやまぐち  

 トゥモロウ  

 徳田百貨店  

 中江商店  

 永浜ストアー  

 にしまえストア  

 ニシムタ  

 ハピネス  

 ビッグツー 奄美店  

 FOOD OASIS スーパーハルタ  

 フレッシュアリーナしろやまアミュプラザ店  

 フレッシュくまだ  

 フレッシュフィールドなりざわ  

 フレッシュポート エグチ  

 フレッシュマ－ト とくやま  

 ホームセンタータカミ with value 生鮮市

場 川内店 

 

 ホ－ムセンタ－ モア  

 ポップワン  

 ほりうち  



鹿児島県 まーさん市場  

 マソー  

 マルイストアー  

 ミートショップながやま 財部店  

 美屋ストアー  

 やまのくちストア  

 よしだフード  

 米盛ストアー  

 ライフセンターヤクデン  

 Yショップ 吉野白川  

 ワン・ストップ  

沖縄県 105 ストアー  

 A コープ  

 恩納共同売店  

 北野エースリウボウ豊崎 食品館店  

 きなスーパー 今帰仁店  

 コープおきなわ  

 コミュニティショップまぐくる  

 サンエー  

 サンマートやけな店  

 鮮ど市場  

 台灣宝島物產  

 台湾物産  

 タウンプラザかねひで  

 玉盛スーパー  

 玉寄スーパー  

 多和田スーパー  



沖縄県 仲田区共同売店  

 ナカハラストアー  

 仲間商店  

 HEY SUP  

 辺野喜共同店  

 前泊スーパー  

 MAXIM OKINAWA  

 マルイストアー  

 りうぼう  

 




