
取 組 業 者 ・ 店 舗 一 覧（スーパー・小売店 等）

市町名 業者名 店舗名 市町名 業者名 店舗名 市町名 業者名 店舗名

ゆめタウン長府 ウェスタまるき豊浦店 アルク恩田店

ゆめシティ まるき下関一の宮店 アルク西宇部店

youmeマート下関駅店 まるき武久店 アルク琴芝店

まるき角倉店 アルク南浜店

まるき彦島店 アルク西岐波店

マックスバリュ稗田店 アルク厚南店

マックスバリュ東大和店 ㈱イズミ ゆめタウン宇部

マックスバリュ宮田町店

マックスバリュ長府店

マックスバリュシーモール店 ㈱サンリブ マルショク床波店

マックスバリュ小月店 大和小羽山店

アルク小月店 マックスバリュ上田中店 大和丸尾店

アルク安岡店 ザ・ビッグ綾羅木店 大和小野店

アルク彦島店 ハローデイ海峡ゆめﾀﾜｰ前店 フジグラン宇部

アルク長府中土居店 ハローデイ綾羅木店 フジ西宇部店

サンマート滝部店 極東ファディ(株) ファディ下関店 ㈱藤本商店 業務スーパー上宇部店

サンマート豊田店 ゆめマート川棚 マックスバリュ恩田店

サンマート菊川店 ゆめマート豊田 ザ・ビッグ東岐波店

サンリブ唐戸 ゆめマート新下関 ウェスタまるき西宇部店

マルショク長府店 ゆめマート幡生 ウェスタまるき西岐波店

マルショク新垢田店 ジュンテンドー彦島店 ウェスタまるき楠店

マルショク安岡店 ジュンテンドー滝部店 ウェスタまるき東岐波店

マルショク塩浜店 ジュンテンドー川棚店 ウェスタまるき西割店

マルショク迫町店 ジュンテンドー椋野店 ウェスタまるき工学部通り店

ジュンテンドー菊川店 ウェスタまるき小松原通り店

ウェスタまるき小羽山店

業務スーパー東大和店 ウェスタまるき空港通り店

業務スーパー豊町店 まるき常盤通り店

亀屋文具店 亀屋文具店

ＪＡグリーン宇部東店

米工房ＪＡジャスタス宇部店

ＪＡグリーン宇部西店

ウェスタまるき下関形山店 ＪＡグリーン楠店

ウェスタまるき下関小月店 ジュンテンドー常盤店

ウェスタまるき菊川店 ジュンテンドー厚南店

サンリブシーモールエスト
㈱マツモトキヨシ
九州販売

マツモトキヨシシーモール店

山口県漁業協同組合
山口県漁協豊浦支店
（漁協購買部）

㈱丸喜
㈱ジュンテンドー

㈱藤本商店

松屋なんでも市場 松屋なんでも市場

JA山口県
(宇部統括本部)

㈱丸久
㈱ハローデイ ㈱フジ

㈱サンリブ

㈱丸喜
㈱ジュンテンドー

グリーンコープやま
ぐち生活協同組合

グリーンコープしものせき店
生活協同組合コー
プやまぐち

ここと宇部店

㈲サニー スーパーＦ・サニー吉見店

㈱大和

㈱ゆめマート北九州

マックスバリュ西
日本㈱

下関市

㈱イズミ

下関市

㈱丸喜

宇部市

㈱丸久
youmeマート下関店
(ゆめモール下関)

生活協同組合コー
プやまぐち

ここと新下関店

マックスバリュ西
日本㈱
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取 組 業 者 ・ 店 舗 一 覧（スーパー・小売店 等）

市町名 業者名 店舗名 市町名 業者名 店舗名 市町名 業者名 店舗名

㈱イズミ ゆめタウン山口 キヌヤひやこ店

ここと小郡店 キヌヤ菊ヶ浜店

ここといずみ店 キヌヤ須佐店

こことどうもん店 キヌヤ江崎店

㈲藤井食料品店 藤井食料品店 アトラス萩店

スーパーまるしょう鋳銭司店 サンマート熊谷店

新鮮市場宮野店 スーパーまるしょう仁保店

新鮮市場湯田店 ㈱吉本商事 スーパーよしもと

新鮮市場大内店 山口県漁協大島支店(本店)

新鮮市場中市店 山口県漁協大島支店(長浜店)

フジグラン山口 ㈱サンリブ サンリブ萩

フジ小郡店 ㈱ゆめマート北九州 ゆめマート東萩

マックスバリュ吉敷店 ㈱松西 これはおいしいアッハッハ

マックスバリュ小郡南店 極東ファディ(株) ファディ山口店

マックスバリュ平川店 佐々並支所

ザ・ビッグ大内店 三見支所

ザ・ビッグ小郡店 ジュンテンドー徳佐店 明木支所

アルク山口店 ジュンテンドー湯田店 川上支所

アルク小郡店 ジュンテンドー深溝店 高俣支所

アルク平川店 吉部支所

アルク大内店 福川支所

アルク葵店 柴福支所

マルキュウ徳佐店 弥富支所

マルキュウ徳地店 小川支所

マルキュウ赤妻店 江崎支所

サンマート秋穂店 萩支店

阿知須営農総合センター 共和出張所

大井支所

見島支所

㈱サンリブ サンリブ阿知須 須佐支所

ウェスタまるき山口湯田店 椿配送センター

ウェスタまるき山口宮野店 福川配送センター

ウェスタまるき山口大内店 大島支所

まるき山口嘉川店 ㈱ジュンテンドー ジュンテンドー東萩店

まるき小郡店

㈱丸喜

JA山口県
(宇部統括本部) サンパークあじすｲﾝｼｮｯﾌﾟ

新鮮館

マックスバリュ西
日本㈱

(有)じーるファク
トリー萩

業務スーパー萩

ワインと地酒のム
ラタ

(財)山口県警察職
員互助会

山口県警察本部売店 山口県漁業協同組合

㈱フジ
ふたじまハーモニー
市出荷組合

ワインと地酒のムラタ

JA山口県
(萩統括本部)

㈱ジュンテンドー

㈱丸久

地方職員共済組合
山口県職員会館

山口県職員会館 ㈱丸久

㈱平川農産物直接
生産販売所

平川農産物直接生産販売所

山口市 山口市
JA山口県
(防府とくぢ統括本部)

北部営農センター 萩市
㈱キヌヤ生活協同組合コー

プやまぐち

㈲丸正

㈱とれとれ市場

マックスバリュ西
日本㈱

ザ・ビッグエクストラ萩

ふたじまハーモニー市
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取 組 業 者 ・ 店 舗 一 覧（スーパー・小売店 等）

市町名 業者名 店舗名 市町名 業者名 店舗名 市町名 業者名 店舗名

イオンリテール㈱ イオン防府店 ㈱イズミ ゆめタウン南岩国 スミダ保健堂 スミダ保健堂

㈱イズミ ゆめタウン防府 フジグラン岩国 頼本博愛堂 頼本博愛堂

マックスバリュ新田店 フジ南岩国店

マックスバリュ防府西店 ㈱フレスタ フレスタ室の木店

ザ・ビッグ防府店 ミコーミートギャラリー イオンリテール㈱ イオン光店

ザ・ビッグ防府東店 ミートセンター マックスバリュ浅江店

中部営農センター 森の駅前朝市 森の駅前朝市 マックスバリュ室積店

中部営農センター（直売所） マックスバリュ南岩国店 アルク光店

西部営農センター マックスバリュ通津店 アルク光井店

アルク防府店 マックスバリュ玖珂店 マルキュウ虹ケ丘店

アルク三田尻店 ザ・ビッグ岩国店 マルキュウ岩田店

アルク牟礼店 ザ・ビッグ周東店 マルキュウ浅江店

アルク中関店 アルク西岩国店 ㈱ミコー ミコー島田店

マルキュウ宮市店 アルク南岩国店 ㈱ジュンテンドー ジュンテンドー光店

マルキュウ華城店 アルク玖珂店

マルキュウ上木部店 マルキュウ川西店

サンマート右田店 マルキュウ由宇店 サンマート人丸店

サンマート華城店 ピクロス通津店 サンマート三隅店

サンマート大道店 サンマート広瀬店 ㈱サンリブ サンリブ長門

ユアーズ・バリュー右田店 サンマート美和店 ㈱フジ フジ長門店

ユアーズ・バリュー仁井令店 中央フード川下店 ゆめマート板持

富海ふれあい店舗 富海ふれあい店舗 中央フード山手店 ゆめマート南仙崎

㈱柳花園 ふれあいステーションＤＡＩＤＯ 中央フード平田店

イオンベーカリー㈱ カンテボーレ防府店 中央フード高森店

㈱未来屋書店 未来屋書店防府店 中央フード多田店

イオンペット㈱ イオンペット防府店 本所購買部

㈱メガスポーツ スポーツオーソリティ イオンタウン防府店 高森経済店舗

由宇経済店舗

広瀬経済店舗

マックスバリュ山田店 美和経済店舗

マックスバリュ末武店 高須店舗

アルク生野屋店 ジュンテンドー岩国店

アルク下松店 ジュンテンドー通津店

㈱サンリブ サンリブ下松 ジュンテンドー南岩国店

ジュンテンドー岩国ＩＣ店

JA山口県
(岩国統括本部)

㈱ジュンテンドー

防府市

㈱丸久

㈱ユアーズ・バリュー

マックスバリュ西
日本㈱

㈱丸久

㈱丸久

㈱ミコー食品

㈱ゆめマート北九州

マックスバリュ西
日本㈱

長門市 ㈱丸久

岩国市 岩国市

光市

マックスバリュ西
日本㈱

㈱丸久

㈱フジ

JA山口県
(防府とくぢ統括本部)

下松市
マックスバリュ西
日本㈱
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取 組 業 者 ・ 店 舗 一 覧（スーパー・小売店 等）

市町名 業者名 店舗名 市町名 業者名 店舗名 市町名 業者名 店舗名

㈱イズミ ゆめタウン柳井 ゆめタウン新南陽 ㈱イズミ ゆめタウン小野田

アルク柳井中央店 ゆめタウン徳山 ㈱サンリブ エル小野田

中央フード柳井店 コープとくやま店 マックスバリュ厚狭店

㈲はなわ ゆめマート柳井西店 マックスバリュ小野田店
㈱フジ フジ柳井店 ㈱周南青果 スーパー小松大神店 アルク港町店

マックスバリュ柳井新庄店 ㈱たから スーパーたから河東店 アルク小野田店

マックスバリュ柳井店 東ソー生活協同組合本店 マルキュウ厚狭店

Ａコープ店柳井店 東ソー生活協同組合福川店 ＪＡグリーン小野田店

Ａコープ伊保庄店 アルク秋月店 ＪＡグリーン山陽店

平郡東店舗 アルク徳山東店 ウェスタまるき中川店

平郡西店舗 アルク今宿店 ウェスタまるき厚狭店

遊気百菜（直売所） アルク新南陽店 ウェスタまるき神田店

あさひが丘漢方薬店 あさひが丘漢方薬店 アルク慶万店 まるき小野田大学通り点

㈱ジュンテンドー ジュンテンドー柳井店 アルク徳山中央店 ㈱ジュンテンドー ジュンテンドー厚狭店

マルキュウ福川店

マルキュウ久米店

サンマート須々万店 マルキュウ大島小松店

サンマート鹿野店 中央フード大島店

サンマート上野店 Ａコープ久賀店

ピクロス須々万店

花かごグループ 花かごグループ 中央フード熊毛店

㈲モンマートなかはら ㈲モンマートなかはら ㈱ミコー ミコー熊毛店 Ａコープ日良居店

㈱丸久 サンマート美祢店 フジ新南陽店 Ａコープ三蒲店

大和秋芳店 フジ桜馬場店 Ａコープ安下庄店

大和共和店 マックスバリュ徳山東店 Ａコープ東和店

㈱丸喜 ウェスタまるき美祢店 ザ・ビッグイオンタウン周南店 久賀生産購買店舗

あぐりプラザおふく ザ・ビッグ徳山西店 日良居生産購買店舗

直売所みとう イオンタウン周南久米店 三蒲生産購買店舗

極東ファディ(株) ファディ徳山店 ㈱ジュンテンドー ジュンテンドー大島店

ジュンテンドー緑町店

ジュンテンドー新南陽店

ジュンテンドー須々万店

ジュンテンドー周南店

㈱フジ

マックスバリュ西
日本㈱

㈱ジュンテンドー

JA山口県
(美祢統括本部)

㈱大和

東ソー生活協同組合

JA山口県
(南すおう統括本部)

㈱丸久

Ａコープ椋野店
（兼椋野生産購買店舗）

㈱丸久

柳井市

美祢市 サィサィみとう
ショッピングセンター
サィサィみとう

マックスバリュ西
日本㈱

㈱丸久

マックスバリュ西
日本㈱

ザ・ビッグ美祢店

生活協同組合コー
プやまぐち

周南市 ㈱イズミ 山陽小
野田市

周防大
島町

㈱丸久

マックスバリュ西
日本㈱

JA山口県
(周防大島統括本部)

JA山口県
(宇部統括本部)

㈱丸喜
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取 組 業 者 ・ 店 舗 一 覧（スーパー・小売店 等）

市町名 業者名 店舗名

和木町 ㈱丸久 マルキュウ和木店

㈱丸久 ピクロス田布施店

㈱丸久 アルク平生店

㈱ジュンテンドー ジュンテンドー平生店

㈱丸久 サンマート奈古店

奈古支所

宇田郷出張所

福賀支所

JA山口県
(南すおう統括本部)

Ａコープ佐賀店

マックスバリュ田布施店

マックスバリュ平生東店

ひらお特産品センター

JA山口県
(萩統括本部)

マックスバリュ西
日本㈱

平生町
マックスバリュ西
日本㈱

阿武町

ひらお特産品セン
ター運営協議会

田布施
町
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