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市町 店名 住所

岩国市 ゆめタウン南岩国 岩国市南岩国町1丁目20-30

岩国市 FAM'Sキッチンいわくに 岩国市多田97-2

岩国市 フジグラン岩国 岩国市麻里布町2丁目9-8

岩国市 フジ南岩国店 岩国市南岩国町3丁目22-63

岩国市 中央フード山手店 岩国市山手町2丁目7-9

岩国市 中央フード川下店 岩国市中津町2丁目16-5

岩国市 アルク南岩国店 岩国市南岩国町3丁目8-63

岩国市 アルク西岩国店 岩国市錦見5丁目17-13

岩国市 アルク玖珂店 岩国市玖珂町1014-1

岩国市 ピュアラインにしき 岩国市錦町府谷117

柳井市 ゆめタウン柳井 柳井市南町4丁目5-3

柳井市 遊気百菜館 柳井市中央3丁目17-15

柳井市 ふれあいどころ437 柳井市日積4150-1

柳井市 フジ柳井店 柳井市柳井4687-1

柳井市 アルク柳井中央店 柳井市古開作665-1

周防大島町 島の恵み本店 大島郡周防大島大字久賀6500-1

周防大島町 島の恵み小松店 大島郡周防大島大字小松209-9

周防大島町 サザンセトとうわ 大島郡周防大島町西方1958-77

田布施町 丸久田布施店 熊毛郡田布施町大字下田布施707

平生町 アルク平生店 熊毛郡平生町平生村236-4

上関町 上関海峡 熊毛郡上関町室津904-15

光市 菜さい来んさい！光店 光市三井5丁目3-10

光市 アルク光店 光市島田1丁目12-20

光市 アルク光井店 光市光井4丁目33-1

光市 マルキュウ浅江店 光市浅江3丁目22-10

下松市 ゆめタウン下松 下松市中央町21-3

下松市 菜さい来んさい！下松店 下松市西柳2丁目3-48

下松市 アルク下松店 下松市桜町1丁目15-1

下松市 アルク生野屋店 下松市生野屋4丁目2-1

周南市 ゆめタウン徳山 周南市青山町1-18

周南市 ゆめタウン新南陽 周南市清水2丁目2-1

周南市 菜さい来んさい！北部店 周南市大字須々万本郷2647-1

周南市 菜さい来んさい！三田川店 周南市大字徳山字三田川5825-8

周南市 菜さい来んさい！新南陽店 周南市清水2丁目1390-6

周南市 コープとくやま店 周南市徳山5818-4

周南市 フジ新南陽店 周南市政所2丁目2-1

周南市 フジ桜馬場店 周南市桜馬場通3丁目16

周南市 アルク徳山東店 周南市松保町9-9-1

周南市 アルク今宿店 周南市新宿通5丁目4-33

周南市 アルク新南陽店 周南市富田2763

周南市 アルク秋月店 周南市秋月3丁目2-1

周南市 アルク慶万店 周南市慶万4-8

周南市 アルク徳山中央店 周南市花畠町7-15

防府市 ゆめタウン防府 防府市八王子2丁目8-8

防府市 ゆめマート三田尻 防府市新田111-1

防府市 とれたて満菜 防府市中央町6-7

防府市 アルク防府店 防府市天神1丁目10-42

防府市 アルク牟礼店 防府市大字江泊1936

防府市 アルク三田尻店 防府市新田111-5

防府市 アルク中関店 防府市田島1497-2
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防府市 潮彩市場防府 防府市新築地町2-3

山口市 ゆめタウン山口 山口市大内千坊6丁目9-1

山口市 農産物直売所ぶちええ菜山口店 山口市維新公園3-11-1

山口市 新鮮館サンパークあじす店 山口市阿知須4825-1

山口市 JAグリーンコアやまぐち 山口市佐山字産業団地南1200-1

山口市 コープいずみ店 山口市泉町150-1

山口市 コープどうもん店 山口市道場門前1丁目1-18

山口市 新鮮市場宮野店 山口市宮野上179-3

山口市 新鮮市場湯田店 山口市矢原町11-7

山口市 新鮮市場大内店 山口市大内御堀1845-1

山口市 フジグラン山口店 山口市黒川3736

山口市 フジ小郡店 山口市小郡下郷812-2

山口市 これはおいしいアッハッハ 山口市大内⾧野215-5

山口市 アルク小郡店 山口市小郡下郷2273-1

山口市 アルク山口店 山口市中央4丁目7-20

山口市 アルク大内店 山口市大内矢田南1丁目3-1

山口市 アルク平川店 山口市平井724-1

山口市 アルク葵店 山口市葵1-4-70

山口市 願成就温泉 山口市阿東徳佐上2-95

山口市 仁保の郷 山口市仁保郷1034

山口市 ⾧門峡 山口市阿東生雲東分47-1

山口市 きらら あじす 山口市阿知須10509-88

山口市 山口井筒屋 山口市中市町3番3号

宇部市 ゆめタウン宇部 宇部市黒石北3丁目4-1

宇部市 新鮮館厚南店 宇部市厚南中央1丁目7-70

宇部市 コープ宇部店 宇部市恩田町2丁目2-15

宇部市 フジグラン宇部 宇部市明神町3丁目1-1

宇部市 フジ西宇部店 宇部市西宇部南4丁目10-10

宇部市 アルク恩田店 宇部市草江1丁目1-1

宇部市 アルク西宇部店 宇部市厚南北5丁目1-25

宇部市 アルク琴芝店 宇部市西琴芝1丁目7-25-1

宇部市 アルク南浜店 宇部市南浜町2丁目8-4

宇部市 アルク西岐波店 宇部市西岐波1560-1

宇部市 アルク厚南店 宇部市中野開作428-1

宇部市 楠こもれびの郷 宇部市大字東万倉字二ノ沖田917番地

宇部市 山口宇部空港 宇部市沖宇部八王子625-17（山口宇部空港ビル(株)）

山陽小野田市 アルク小野田店 山陽小野田市西高泊640-1

山陽小野田市 アルク港町店 山陽小野田市港町9-2

山陽小野田市 マルキュウ厚狭店 山陽小野田市厚狭478-1

美祢市 あぐりプラザおふく 美祢市於福町下則田2867-1

美祢市 直売所みとう 美祢市美東町真名968-8

美祢市 おふく 美祢市於福町上4383-1

美祢市 みとう 美祢市美東町大田5480-1

下関市 ゆめタウン⾧府 下関市ゆめタウン1-1

下関市 ゆめシティ 下関市伊倉新町3丁目1-1

下関市 ゆめモール下関 下関市新椋野1丁目2-2

下関市 ゆめマート下関駅 下関市竹崎町4丁目3-1

下関市 ゆめマート幡生 下関市幡生町1丁目4-5

下関市 ゆめマート新下関 下関市石原316

下関市 ゆめマート川棚 下関市豊浦町大字川棚藤ｹ溝6827

下関市 ゆめマート豊田 下関市豊田町大字中村字古市5-2
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下関市 いただきま～と川中店 下関市伊倉新町4丁目4-42

下関市 いただきま～と下関東部店 下関市清末五毛1丁目3-9

下関市 コープ新下関店 下関市秋根西町2丁目5-1

下関市 アルク小月店 下関市小月駅前1丁目1-1

下関市 アルク安岡店 下関市富任町1丁目4-6

下関市 アルク彦島店 下関市彦島福浦町2丁目26-15

下関市 アルク⾧府中土居店 下関市⾧府中土居本町1-24

下関市 蛍街道西ノ市 下関市豊田町中村876-4

下関市 海峡ゆめタワー 下関市豊前田町3-3-1

⾧門市 ゆめマート南仙崎 ⾧門市仙崎854

⾧門市 ゆめマート板持 ⾧門市西深川板持3353-3

⾧門市 油谷農産物直売所 ⾧門市油谷新別名899

⾧門市 フジ⾧門店 ⾧門市仙崎字網田322-2

⾧門市 センザキッチン ⾧門市仙崎4297-1

萩市 ゆめマート東萩 萩市大字椿東字無田ｹ原2877

萩市 ファーマーズマーケットふれあいらんど萩 萩市大字椿3395-12

萩市 アトラス萩店 萩市大字御許町42-1

萩市 たまがわ 萩市大字下田万2849-1

萩市 うり坊の郷 萩市片俣1244-1

萩市 萩往還 萩市大字椿字鹿背ヶ坂1258

萩市 萩・さんさん三見 萩市三見1028-2

阿武町 サンマート奈古店 阿武町大字奈古字市2316-2

阿武町 阿武町 阿武郡阿武町大字奈古2249

東京都 おいでませ山口館 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル 1階


