2021年11月16日現在

【販売店舗一覧】※店舗名は50音順で記載

乾麺売場に

※商品の入れ替えにより一部取り扱いのな店舗がある場合がございます。

あります

東北

関西

--------------------------宮城県-----------------------------

----------------------------三重県---------------------------

フードマーケット フジサキ 泉寺岡店

ウエルシア伊勢河崎店

関東
-------------------------栃木県----------------------------アピタ 宇都宮店
フードオアシス オータニ 明保店
フードオアシス オータニ 荒町店
フードオアシス オータニ 一の沢店
フードオアシス オータニ 氏家店
フードオアシス オータニ 宇都宮東店

ウエルシア伊勢神久店
ウエルシア伊勢宮町店

ウエルシア鈴鹿桜島店
ウエルシア鈴鹿中江島町店
ウエルシア東員町山田店
ウエルシア津一志店
ウエルシア津神納町店
ウエルシア四日市波木店
ウエルシア四日市蒔田店

フードオアシス オータニ 五代店
フードオアシス オータニ 幸手店

----------------------------奈良県---------------------------

フードオアシス オータニ 戸祭店

マツゲン 大和郡山店

フードオアシス オータニ 永田店

----------------------------大阪府---------------------------

フードオアシス オータニ 平松店

マツゲン アルザタウン泉大津店

フードオアシス オータニ みずほの店

マツゲン 泉佐野店

フードオアシス オータニ 御幸ヶ原店

マツゲン 和泉砂川店

フードオアシス オータニ矢板店

マツゲン 貝塚鳥羽店

フードマーケットオータニ 今市店

マツゲン 河内長野店

フードマーケットオータニ 上三川店

マツゲン岸和田中井店

フードマーケットオータニ 喜連川店

マツゲン 岸和田西之内店

フードマーケット オータニ 自治医大店

マツゲン 熊取五門店

フードマーケットオータニ 西那須野店

マツゲン 光明池店

フードマーケットオータニ 野沢店

マツゲン 長滝店

---------------------------埼玉県------------------------

マツゲン パレード泉佐野店

アピタ 桶川店

マツゲン 阪南店

アピタ 東松山店
クイーンズ伊勢丹 北浦和店
ワタナベストアー せんげん台店
ワタナベストアー 新座店
-------------------------神奈川県--------------------アピタ 金沢文庫店

----------------------------和歌山県--------------------------マツゲン 岩出店
マツゲン 岩出中黒店
マツゲン 岩出中迫店
マツゲン 打田店
マツゲン 内原店

アピタ 横浜綱島店
Aコープ 旭店
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マツゲン 海南阪井店

アピタ 横浜綱島店
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Aコープ 旭店

マツゲン 海南阪井店

Aコープ 伊勢原高森店

マツゲン 貴志川店

Aコープ 入間店

マツゲン 吉備店

Aコープ 金沢店

マツゲン 高野口店

Aコープ 汐見台店

マツゲン 粉河店

Aコープ 城山店

マツゲン 御坊店

Aコープ 善行店

マツゲン 栄谷店

Aコープ タケヤマ店

マツゲン 下津店

Aコープ 原宿店

マツゲン 田辺店

Aコープ 藤の台店

マツゲン 西庄店

Aコープ 中田店

マツゲン 西浜店

Aコープ 長沢店

マツゲン 橋本店

Aコープ 緑竹山店

マツゲン 橋本林間店

Odakyu OX 伊勢原店

マツゲン 伏原店

Odakyu OX 相模大野店

マツゲン 簑島店

Odakyu OX 新百合ヶ丘店

マツゲン 湯浅店

Odakyu OX 相武台店

マツゲン 和歌山インター店

Odakyu OX 長後店
Odakyu OX 万福寺店

中国

Odakyu OX 南林間店

-------------------------------鳥取県-------------------------

クイーンズ伊勢丹 横浜店

サンマート 岩倉店

三徳 あざみ野店

サンマート 北園店

三徳 高田店

サンマート 郡家店

三徳 長者町店

サンマート 湖山店

三徳 長沼店

サンマート 西店

三徳 成瀬店

サンマート 南店

ワタナベストアー 新杉田店

東宝ストア 河北プラザ店

ワタナベストアー ビナワンフーズ海老名店
----------------------------千葉県--------------------------三

東宝ストア 西倉吉店

徳 四街道店

東宝ストア 米田店
東宝ストア リトルマーメイドロータリー店

----------------------------東京都--------------------------

-----------------------------岡山県--------------------------

香川・愛媛 せとうち旬彩館

おかやまコープ 大福店

クイーンズ伊勢丹 小石川店

おかやまコープ 大野辻店

クイーンズ伊勢丹 笹塚店

おかやまコープ 倉敷北店

クイーンズ伊勢丹 石神井公園店

おかやまコープ 西大寺店

クイーンズ伊勢丹 白金高輪店

おかやまコープ 山陽店

クイーンズ伊勢丹 新高円寺店

おかやまコープ 総社東店

クイーンズ伊勢丹 杉並桃井店

おかやまコープ 林田店
おかやまコープ 東川原店
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クイーンズ伊勢丹 杉並桃井店
クイーンズ伊勢丹 仙川店
クイーンズ伊勢丹 武蔵境店
クイーンズ伊勢丹 目白店
三徳 飯田橋店

おかやまコープ 林田店
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おかやまコープ 東川原店
おかやまコープ 福富店

キョーエイ 賀陽店
キョーエイ 美袋店
JA晴れの国岡山 井原芳井マーケット

三徳 石原店

(株)玉屋 宇野店青果コーナー

三徳 貝取店

(株)玉屋 東児店

三徳 汐入店

天満屋ハピーズ 卸センター店

三徳 志村店

天満屋ハピーズ 笠岡美の浜店

三徳 新宿本店

天満屋ハピーズ 倉敷中島店

三徳 新中野店

天満屋ハピーズ 国府市場店

三徳 関町店

天満屋ハピーズ 大安寺店

三徳 多摩店

天満屋ハピータウン 鴨方店

三徳 本町田店

天満屋ハピータウン 西大寺店

三徳 町田山崎店

天満屋ハピータウン 玉野店

三徳 南大沢店

天満屋ハピータウン 原尾島店

三徳 茗荷谷店

------------------------------島根県---------------------------

三徳 ときわ台店

キヌヤ サンプラム店

中部

キヌヤ 益田ＳＣ店

-----------------------------静岡県--------------------------

------------------------------広島県---------------------------

ウエルシア熱海多賀店

スマイルキッチン 多治米店

ウエルシア伊豆修善寺店

生協ひろしま コープ五日市店

ウエルシア伊豆長岡駅前店店

生協ひろしま コープ西風新都店

ウエルシア伊東宝町店店
ウエルシア磐田岩井店

生協ひろしま コープ東広島店

ウエルシア磐田白羽店店

生協ひろしま コープ船越店

ウエルシア御前崎白羽店

生協ひろしま コープ焼山店

ウエルシア河津店

トーエイ

ウエルシア菊川土橋店

日立造船・因島生協 コープ生名店

ウエルシア湖西新所原店

日立造船・因島生協 コープフレニール店

ウエルシア御殿場東店

フーズマーケットMATE 栗原店

ウエルシアさんじの店

フーズマーケットMATE 三成店

ウエルシア静岡あさはた店

やまさきショップ 神島店

ウエルシア静岡浅間通店

------------------------------山口県---------------------------

ウエルシア静岡安倍口店

ハローデイ綾羅木店

ウエルシア静岡池田店

ハローデイ海峡ゆめタワー店
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ウエルシア静岡川合店

四国

ウエルシア静岡唐瀬店
ウエルシア静岡北安東店
ウエルシア静岡沓谷店

----------------------------愛媛県------------------------DCMダイキ 新居浜店

ウエルシア静岡新富町店
ウエルシア静岡瀬名店

-----------------------------香川県-------------------------

ウエルシア静岡中吉田店

エースワン JR丸亀店

ウエルシア静岡西脇店
ウエルシア静岡羽鳥店
ウエルシア静岡東千代田店
ウエルシア静岡松富店
ウエルシア静岡水落店
ウエルシア静岡みずほ店
ウエルシア静岡柳町店
ウエルシア島田井口店
ウエルシア島田大津通店
ウエルシア島田御仮屋店
ウエルシア清水有東坂店
ウエルシア清水下清水店
ウエルシア清水高橋店
ウエルシア清水天王店
ウエルシア清水町久米田店
ウエルシア清水町徳倉店
ウエルシア清水長崎店
ウエルシア清水八木間店
ウエルシア清水横砂店
ウエルシア下田中店
ウエルシア裾野深良店
ウエルシア裾野御宿店

香南楽湯
コープかがわ 一宮店
コープかがわ うたづ店
コープかがわ 扇町店
コープかがわ 太田店
コープかがわ 観音寺店
コープかがわ 郡家店
コープかがわ 香西店
コープかがわ 坂出店
コープかがわ 志度店

コープかがわ 牟礼店
コープかがわ 栗林店
ここね屋島西町店
四季の里
高松三越
DCMダイキ 上福岡店
ふーずらんど 高松店
道の駅 源平の里むれ
道の駅 しおのえ
道の駅 たからだの里
三菱マテリアル直島生協
栗林庵

ウエルシア裾野南店

-----------------------------徳島県------------------------

ウエルシア東新田店

阿波食ミュージアム

ウエルシア沼津大塚店

デイリーマート 阿波池田店

ウエルシア沼津五月町店

デイリーマート ウインズ店

ウエルシア沼津西沢田店

デイリーマート 田宮店

ウエルシア沼津神田店

デイリーマート 津田店

ウエルシア沼津静浦店

デイリーマート 羽ノ浦店

ウエルシア沼津下香貫店

デイリーマート 美馬店

ウエルシア函南平井店

デイリーマート 脇町店
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高知県

ウエルシア函南平井店
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----------------------------高知県--------------------------

ウエルシア浜松天竜船明店

エースワン 高知駅前店

ウエルシア浜松西浅田店

エースワン 御座店

ウエルシア浜松三方原店

エースワン 秦泉寺店

ウエルシア富士青島店

エースワン 十津店

ウエルシア富士厚原店

エーマックス 一宮店

ウエルシア富士今泉店

こうち生協 コープかもべ店

ウエルシア藤枝青葉町店

JAグリーン 四万十店

ウエルシア藤枝岡部店

JAグリーン はた宿毛店

ウエルシア藤枝田中店

maruco（マルコ）

ウエルシア富士川成島店

九州・沖縄

ウエルシア富士国久保店
ウエルシア富士富士五味島店

-----------------------------福岡県----------------------------

ウエルシア富士中丸店

ハローデイ足原店

ウエルシア富士宮富士宮阿幸地店

ハローデイ井尻店

ウエルシア富士宮粟倉店

ハローデイ井堀店

ウエルシア富士宮神田川店

ハローデイ大佐野店

ウエルシア富士宮小泉店

ハローデイ大手町店

ウエルシア富士宮城山店店

ハローデイ柏の森店

ウエルシア富士宮宮原店

ハローデイ春日店

ウエルシア富士宮淀師店

ハローデイ九工大前店

ウエルシア富士宮淀平店店

ハローデイ共立大前店

ウエルシア富士広見店

ハローデイ黒崎店

ウエルシア富士松野店

ハローデイ国分店

ウエルシア富士松本店

ハローディコスタ

ウエルシア富士水戸島店

ハローデイ 後藤寺店

ウエルシア富士宮宮原店

ハローデイ志免店

ウエルシア牧之原細江店

ハローデイ下上津役店

ウエルシア牧之原相良店

ハローデイ下曽根店

ウエルシア牧之原榛原店

ハローデイ次郎丸店

ウエルシア三島壱町田店

ハローデイ新宮店

ウエルシア三島加茂川店

ハローデイ新宮中央店

ウエルシア三島松本店

ハローデイ周船寺店

ウエルシア三島谷田店

ハローデイ田川店

ウエルシア焼津田尻北店

ハローディ那珂川店

ウエルシア焼津三ヶ名店

ハローディ長尾店

ウエルシア焼津東小川店

ハローディ西新店
ハローデイ貫店
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岐阜県

-----------------------------岐阜県---------------------------ウエルシア大垣昼飯店
ウエルシア可児中恵土店
ウエルシア可児広見店
ウエルシア岐阜加納本石町店
ウエルシア岐阜琴塚店
-----------------------------愛知県---------------------------ウエルシア安城東栄町店

ハローディ橋本店
ハローデイ別府店
ハローデイ穂波店
ハローディ松崎店
ハローディ宗像店
ハローデイ姪浜店
ハローデイ門司港店

ウエルシア熱田大宝店

ハローデイ横代店
-----------------------------熊本県-----------------------------

ウエルシア一宮公園通店

ハローデイ菊南店

ウエルシア稲沢前田店

ハローデイさくらの森店

ウエルシア大府追分店

ハローデイ長嶺店

ウエルシア岡崎法性寺店

ハローデイ南熊本店

ウエルシア岡崎明大寺前店
ウエルシア春日井石尾台店
ウエルシア蒲郡竹谷町
ウエルシア蒲郡平田町店
ウエルシア小牧久保一色店
ウエルシア瀬戸原山町店
ウエルシア高浜呉竹町店

-----------------------------沖縄県----------------------------Aコープ おきなわアトール店
Aコープ おきなわ久米島店

Aコープ おきなわ首里石嶺店
Aコープ おきなわとみえーる店
Aコープ おきなわモーレ店

ウエルシア天白高坂店
ウエルシア東海荒尾店
ウエルシア東海大田町店
ウエルシア豊川駅東口店
ウエルシア豊川蔵子店
ウエルシア豊川平尾町店
ウエルシア豊田朝日町店
ウエルシア豊田緑ヶ丘店
ウエルシア豊橋東森岡店
ウエルシア名古屋上飯田北町店
ウエルシア名古屋上社店
ウエルシア名古屋萱場店
ウエルシア名古屋十一屋店
ウエルシア名古屋花の木店
ウエルシア名古屋丸新町店
ウエルシア名古屋元塩町店
ウエルシア名古屋横吹町店
ウエルシア東浦生路店
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