
■復興支援協力店（熊本ふれんず）一覧　（順不同）

店舗問い合せ先

郵便番号 住所 電話番号

九州弁天堂 飲食店 小売店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０ 052-506-7237

その他 mozoワンダーシティ内

渋谷橋キッチン 飲食店 小売店 150-0011 東京都渋谷区東３－１７－１１ 03-5795-2111 http://www.bloom-co.jp

その他 ヴィラハイツ恵比寿１F

Osteria e vino PORCO ROSSO 飲食店 小売店 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院２－１４－１６ 092-753-6329 http://www.porcorosso.jp/

その他

肉と葡萄酒　跳牛 飲食店 小売店 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松１－４－３０ 080-4151-1104 http://www.haneushi.com/

その他

スピナ鷹見台店 飲食店 小売店 福岡県北九州市八幡西区鷹見台１－１－５１ 093-693-4880

その他

にしてつストア　レガネット福津 飲食店 小売店 福岡県福津市宮司２－１－１０ 0940-52-5922

その他

にしてつストア　レガネット千早 飲食店 小売店 福岡県福岡市東区千早４－９３－１－１０１ 092-681-8200

その他

にしてつストア　レガネット筥松 飲食店 小売店 福岡県福岡市東区筥松２－９－１６ 092-627-5511

その他

にしてつストア　レガネットキュート　中洲川端店 飲食店 小売店 福岡県福岡市博多区上川端１２－２０ 092-260-7187

その他

にしてつストア　レガネット城西 飲食店 小売店 814-0003 福岡県福岡市早良区城西２－１－２３ 092-846-0628

その他

にしてつストア　レガネット地行 飲食店 小売店 810-0064 福岡県福岡市中央区地行２－３－１４ 092-406-6704

その他

にしてつストア　レガネット飯倉 飲食店 小売店 814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉５－１６－４３ 092-862-1871

その他

にしてつストア　レガネットマルシェ長住 飲食店 小売店 811-1362 福岡県福岡市南区長住２－２１－１０ 092-511-6111

その他

にしてつストア　七隈店 飲食店 小売店 814-0133 福岡県福岡市城南区七隈３－１－１７ 092-863-2771

その他

にしてつストア　大橋店 飲食店 小売店 815-0033 福岡県福岡市南区大橋１－５－１ 092-512-6024

その他

にしてつストア　レガネット大宰府 飲食店 小売店 818-0125 福岡県太宰府市五条２－２２－７ 092-925-2751

その他

にしてつストア　レガネット美鈴の杜 飲食店 小売店 838-0108 福岡県小郡市美鈴の杜１－１－３ 0942-27-9066

その他

にしてつストア　久留米タミー店 飲食店 小売店 830-0032 福岡県久留米市東町３１６－２ 0942-34-3421

その他

にしてつストア　三潴店 飲食店 小売店 830-0101 福岡県久留米市三潴町早津崎８１１－１ 0942-65-0528

その他

キーフェルコーヒーカフェ　ルパン 飲食店 小売店 530-8350 大阪府大阪市北区角田町８－７ 06-6313-1586 kiefel-coffee.co.jp

うめだ阪急店 その他 阪急うめだ本店９F

京ちゃばな　阪急うめだ本店 飲食店 小売店 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 06-6313-1505 chabana.com

その他 阪急うめだ本店１２F

にしてつストア　レガネット柳川 飲食店 小売店 832-0824 福岡県柳川市三橋町藤吉５１５－１ 0944-74-5800

その他

Bechmel　Cafe　エキスポシティ 飲食店 小売店 大阪府吹田市千里万博公園２－１ 06-6836-7500

その他 ららぽーとEXPOCITY　１F

Locanda 飲食店 小売店 大阪府大阪市北区角田町８－７ 06-6313-1517

その他 阪急うめだ本店１２F

みわ屋 飲食店 小売店 530-8315 大阪府大阪市北区角田町８－７ 06-6315-3489 www.miyorinotawara.com

その他 阪急うめだ本店１２F　美味旬菜内

ヒノマルチャンネル 飲食店 小売店 860-0845 熊本県熊本市中央区上通町４－１１　司ビル３F 080-1799-1983

その他 ※メルカリチャンネル内なので運営会社所在地

熊本ネクストソサエティ（株） ■飲食店 ■販売店 860-0801 熊本県熊本市中央区安政町１－２ 096-327-9283 www.nextsociety.jp

ヒノマルマルシェ ■製造・加工 蔦屋書店熊本三年坂１F

橋本醤油株式会社 ■飲食店 ■販売店 861-4211 熊本県熊本市北区實町７８０－７ 096-288-0811 http://www.hashimoto-shoyu.com

■製造・加工

カネリョウ海藻株式会社 ■飲食店 ■販売店 869-0402 熊本県宇土市笹原町１５４４ 0964-24-5001 www.kaneryo.co.jp

■製造・加工

株式会社レクスト ■飲食店 ■販売店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目１３－６ 052-263-4805 Lext.co.jp

■製造・加工

北野エース福岡三越店 ■飲食店 ■販売店 810-8544 福岡県福岡市中央区２－１－２　 092-737-2272 https://www.ace-group.co.jp

■製造・加工 福岡三越　B2　フロア

北野エースマルヤガーデンズ店 ■飲食店 ■販売店 892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町６－５ 099-216-8825 https://www.ace-group.co.jp

■製造・加工 マルヤガーデンズ地下１階

北野エース大分トキハ店 ■飲食店 ■販売店 870-8688 大分県大分市府内町２－１－４ 097-576-7357 https://www.ace-group.co.jp

■製造・加工 トキハ本店B1F

北野エース長崎浜屋店 ■飲食店 ■販売店 850-8510 長崎県長崎市浜町７番１１号　 095-895-5466 https://www.ace-group.co.jp

■製造・加工 長崎浜屋　地下１階

北野エース福岡パルコ店 ■飲食店 ■販売店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－１１－１ 092-235-7134 https://www.ace-group.co.jp

■製造・加工 福岡パルコ地下１階

河内漁協協同組合 ■飲食店 ■販売店 861-5347 熊本県熊本市西区河内町船津２２２２－11 (096)276-1050 http://jfkawati.com/

塩屋海苔研究会 ■製造・加工

道の駅　宇土マリーナ　おこしき館 ■飲食店 ■販売店 869-3173 熊本県宇土市下網田町３０８４－１ 0964(27)-1788 http://okoshikikan.net/index.php

■製造・加工

（株）ニッコクアイビー ■飲食店 ■販売店 100-8176 東京都千代田区大手町１－５－５　大手町タワー11階 03-5252-6161 http://www.n-ib.com

みずほ銀行　大手町店 ■製造・加工

株式会社DK ■飲食店 ■販売店 860-0833 熊本県熊本市南区平成2丁目5番11号 096-321-8377 http://dk311.jp/

■製造・加工

株式会社　古今堂 ■飲食店 ■販売店 869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽５５７９－３ 0967-67-3123 http://www.kokindou.com

■製造・加工

株式会社　一休本舗 ■飲食店 ■販売店 861-2104 熊本県熊本市東区秋津３丁目１４－１ 096-368-3071 http://www.ikkyuuhonpo.com/

■製造・加工

株式会社　一休本舗 ■飲食店 ■販売店 861-2104 熊本県熊本市東区秋津３丁目１４－１ 096-368-3071 http://www.ikkyuuhonpo.com/

■製造・加工

株式会社山内本店 ■飲食店 ■販売店 869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水5548 096-232-3300 http://e-umeya.com

■製造・加工

株式会社フタバ ■飲食店 ■販売店 860-0073 熊本県熊本市西区島崎2丁目9番8号 096-356-3488 http://www.gohannotomo.co.jp/

■製造・加工

有限会社高見商店 ■飲食店 ■販売店 866-0895 熊本県八代市大村町880-3 0965-32-4753 https://www.karashirenkon.com/

■製造・加工

有限会社やまえ堂 ■飲食店 ■販売店 868-0092 熊本県球磨郡山江村山田丁821 0966-24-7324 https://www.yamaedo.jp/

■製造・加工

株式会社熊本玄米研究所 ■飲食店 ■販売店 869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水2897 096-350-5500 genkido-genmai.com

■製造・加工

有限会社阿部牧場 ■飲食店 ■販売店 869-2302 熊本県阿蘇市三久保47-1 0967-32-0565 http://www.aso.ne.jp/abe-farm/

■製造・加工

株式会社お茶の五木園　梅花庵 ■飲食店 ■販売店 868-0013 熊本県人吉市上薩摩瀬町873 0966-22-3224 http://baikaan.com

■製造・加工

有限会社肥後あゆみの会 ■飲食店 ■販売店 869-0552 熊本県宇城市不知火町高良201-1 0964-33-7240 http://higoayuminokai.co.jp

■製造・加工

株式会社 フンドーダイ五葉 ■飲食店 ■販売店 861-5511 熊本県熊本市北区楠野町972 096-245-0111 http://fdgoyo.jp/wp/

■製造・加工

薬草プロジェクト合同会社 ■飲食店 ■販売店 865-0055 熊本県玉名市大浜町2173-1 0968-76-2161

■製造・加工

株式会社 風雅 ■飲食店 ■販売店 862-0942 熊本県熊本市東区江津4丁目1番1号 096-379-6400 http://www.fugamaki.com

■製造・加工

朝日ホールディングス株式会社 ■飲食店 ■販売店 216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎5-14-4 044-888-5511 https://asahi-aaa.co.jp/

■製造・加工

東京促成青果株式会社 ■飲食店 ■販売店 104-0045 東京都中央区築地6丁目23番7号 03-3542-7413 https://www.tokyo-sokusei-seika.co.jp/

■製造・加工

オオヤブデイリーファーム ■飲食店 ■販売店 861-1102 熊本県合志市須屋2541 096-242-7913 https://oyabudairyfarms.com

■製造・加工

株式会社 惣市 ■飲食店 ■販売店 506-2121 岐阜県高山市丹生川町坊方2125 0577-78-1339

■製造・加工

有限会社　熊本有機農産 ■飲食店 ■販売店 861-8031 熊本県熊本市東区戸島町2459-4 096-275-5705

■製造・加工

有限会社　村川商店 ■飲食店 ■販売店 861-8031 熊本県熊本市東区戸島町2479 096-275-5705

■製造・加工
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