
地方 県 会社名 住所１ 住所２ TEL リンク
(有)やまや商店 北海道札幌市西区西野一条 6-1-24 011-661-8016
ヤマショウ酒店 北海道札幌市中央区南三条西 3 三信ビル1階 011-210-3373 http://yamasyo-sake.com/

小飼商店 北海道札幌市中央区北二条東 11丁目23-40 011-241-6045 https://blog.kogaisake.com/

地酒と米のときわ 北海道日高郡新ひだか町静内ときわ町 3丁目1番1号 0146-42-0569 http://www.tokiwa324.com/

酒元商店 北海道室蘭市祝津町 2-13-7 0143-27-1111 https://sakemoto.org/

酒のクーベ 秋田県秋田市仁井田新田 1-15-21 018-839-8320 https://sakemoto.org/

酒のｸｰﾍﾞ 横手十文字店 秋田県横手市十文字町仁井田東 22-1 ｽｰﾊﾟｰﾓｰﾙ ﾗｯｷｰ内 0182-23-8321
佐々辰酒店 秋田県秋田市広面字昼寝 45-3 018-832-3653 http://www.tanoshiisake.com/

山形 (有)酒屋 源八 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂 384-1 0237-71-0890 https://sake-genpachi.com/

福島 （有）越後屋 福島県福島市黒岩字遠沖 1-1 024-546-1529 https://sake-echigoya.jp/

信越 新潟 （株）ｶﾈｾ商店 新潟県長岡市与板町与板乙 1431-1 0258-72-2062 https://www.kanese.com/

(有)中川商店 東京都武蔵野市境 2-10-2-101 0422-51-3344 http://sake-nakagawa.jp/

(株) ニシザワ 東京都墨田区吾妻橋 2-6-2 03-3625-2438
ﾘｶ-ｽﾞ  のだや 東京都文京区千駄木 3-45-8よみせ通商店街 03-3821-2004 https://www.facebook.com/sakenodaya/

三又酒店 東京都練馬区東大泉 1-33-11 03-3922-5013 https://www.sanmata-saketen.com/

勝鬨酒販（株） 東京都中央区築地 7-10-11 2F 03-3543-6301 http://katidoki.com/

出口屋 東京都目黒区東山 2-3-3 03-3713-0268 http://www.deguchiya.com/

キャリカーズトーキョー 東京都千代田区神田紺屋町28 紺屋ビル101 050-3565-6588 https://www.facebook.com/CaliquorsTokyo/

(有)豊醸 東京都板橋区赤塚新町 1-21-1 03-3930-0304
(有)池田商店 埼玉県川口市中青木 2-13-20 048-252-4050
（有）マスヤ酒店 埼玉県川口市桜町 2-6-16 048-281-2968 https://www.masuyazake.com/

（有）稲荷屋 埼玉県さいたま市南区根岸 5-24-5 048-839-1728 https://urawa-inariya.com/

富士屋酒店 埼玉県東松山市石橋 499 0493-22-0986 https://www.d-mall.org/hiki/fujiya/

(有)酒のはしもと 千葉県船橋市習志野台 4-7-11 047-466-5732 http://jyunmai.oq.shopserve.jp/

(株)栖重本店 千葉県館山市北条 1065 0470-22-3292 http://suju-sake.com/

(有)西浦商店 千葉県千葉市中央区春日 2-25-2 043-241-3126 https://www.facebook.com/syuhonishiura

(株)旭屋 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 488西菅田団地4-1-104 045-472-2666 http://www.sakenoasahiya.com/

宮川酒店 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口 693-10 0465-81-0309 http://miyagawasaketen.com/

茨城 おそのえ商店 茨城県東茨城郡大洗町磯道 146 029-264-5788 http://www.sake-osonoe.com/shop/index.html

藤川酒店 愛知県豊橋市花田町荒木 29-1 0532-32-6222 http://fujikawa-sake.ocnk.net/

ﾘｶ-ﾗﾝﾄﾞ庄兼 長根店 愛知県半田市新池町 1-205-4 0569-29-4574 http://www.syokane.sake-ten.jp/index2.html

(有)ごとう屋 愛知県名古屋市北区八代 1-10-1 052-912-2222 https://www.facebook.com/Gotoyasake/

小林酒店 大阪府三島郡島本町広瀬 1-4-11 075-961-0052 http://kobayasi.net/?mode=f10

井上酒店 大阪府大阪市福島区福島 7-5-11 06-6458-2788 https://www.facebook.com/inouesaketen

SAKE BOX さかした 大阪府大阪市此花区高見 1-4-52-116 06-6461-9297 http://sakebox.ocnk.net/

(株)鵜飼  商店 京都府京都市上京区大宮通寺之内上ﾙ 3丁目 075-441-3885
尾張屋 京都府京都市右京区西京極北大入町 49-3 075-321-0670 https://www.owariya.org/

赤松酒店 兵庫県佐用郡佐用町上月 1030-4 0790-86-1235 https://don-sayo.com/shopsyoukai.html

（有）オグラ屋 兵庫県神戸市西区曙町 23 078-928-0216 https://www.facebook.com/sake.ogura/

奈良 (株)登酒店 奈良県天理市田井庄町 555 0743-62-0218 https://www.nobori-sake.com/

谷本酒店 鳥取市末広温泉町 274 0857-24-6781 http://www.meishu.co.jp/

(有)山枡酒店 鳥取県倉吉市新陽町 11-2 0858-22-5871 http://ww5.tiki.ne.jp/~yamu/public.htm

いなしま酒店 鳥取県倉吉市鍛冶町 1-292-3-1 0858-22-2965 https://liquor-store-488.business.site/

鳥取目玉屋本舗 鳥取県東伯郡北栄町土下 276-1 https://hanakoshop.ocnk.net/0858‒41–1291
酒のたなか 鳥取県東伯郡北栄町東園 288-1 0858-37-3733 http://sake-tanaka.jp/

松本酒店 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留 55-1 0858-35-2741 https://liquor-store-1288.business.site/

河田酒店 鳥取県米子市永江 1029 0859-26-2431 https://www.facebook.com/kawatasaketen/

深田酒店 鳥取県米子市明治町 130 0859-22-3819 http://www.yonago-navi.jp/f/3321/

いなだ酒店 鳥取県米子市淀江 978 0859-56-2066 http://sakayainada.jp/?id=3

リカーハウスおおもり 島根県飯石郡飯南町頓原 2103-1 0854-72-1811
おちらと 槇野酒店 島根県出雲市斐川町上直江 981-13 0853-72-0935
地酒家つねまつ 島根県松江市殿町 386 0852-21-2056 https://matsue.mypl.net/shop/T23230018042/

岡酒店 島根県松江市天神町 45 0852-21-3235
岡山 酒うらら 岡山県英田郡西粟倉村影石 895 0868-73-0338 https://sakeurara.com/

掛井酒店 広島県東広島市西条朝日町 6-52 082-422-2752 https://www.facebook.com/kakeisaketen

(有)ケイアンドワイ 広島県東広島市高屋町稲木 294-6 082-434-0527
(有)河村彦二郎商店 広島県広島市東区牛田新町 3-2-1 082-221-8250
(有)大久保商店 広島県三原市中之町 2-1-25 0848-62-4334 http://www.shuyuu-club.com/

四国 徳島 おおさかや 徳島県徳島市八万町大坪 327-1 088-668-0920 https://www.oosakayasaketen.jp/product-list/89

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ ﾌｧ-ﾌｧ 福岡県福岡市中央区高砂 2-24-29 第二ｺ-ﾎﾟｴﾝﾍﾟﾗﾋﾞﾙ1F 092-791-4946 https://sakeurara.com/

久山酒店 福岡県糟屋郡久山町山田 988-1 092-976-2763
大分 リカーマート塩月 大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦 3546 0972‐42‐0102 https://shiotsuki-sake.ocnk.net/

長崎 酒土日 長崎県長崎市扇町 14-13 080-2691-7067
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