
所在地 店舗名

札幌市 北区 ビッグハウス　　　　　　　　太平店

札幌市 北区 スーパーアークス　　　　　　ノース店

札幌市 北区 ビックハウス　　　　　　　　新川店

札幌市 北区 スーパーアークス　　　　　　北２４条店

札幌市 北区 スーパーアークス　　　　　　エクスプレス店

札幌市 北区 ダイエー　　　　　　　　　　麻生店

札幌市 北区 コープさっぽろ　　　　　　　とんでん店

札幌市 北区 東光ストア　　　　　　　　　あいの里店

札幌市 北区 東光ストア　　　　　　　　　麻生店

札幌市 北区 ホクレンショップ　　　　　　新琴似店

札幌市 北区 ホクレンショップ　　　　　　屯田８条店

札幌市 東区 ビッグハウス　　　　　　　　光星店

札幌市 東区 ラルズマート　　　　　　　　北３５条店

札幌市 東区 ビッグハウス　　　　　　　　苗穂店

札幌市 東区 ラルズマート　　　　　　　　伏古店

札幌市 東区 ダイエー　　　　　　　　　　栄町店

札幌市 東区 ホクレンＳＦＦ　　　　　　　東苗穂店

札幌市 東区 卸売スーパー　　　　　　　　北４２条店

札幌市 東区 東光ストア　　　　　　　　　北栄店

札幌市 東区 ホクレンショップ　　　　　　北４９条店

札幌市 東区 東光ストア　　　　　　　　　東区役所前店

札幌市 西区 フレッティ　　　　　　　　　琴似店

札幌市 西区 ラルズマート　　　　　　　　山の手店

札幌市 西区 ラルズマート　　　　　　　　発寒店

札幌市 西区 ビッグハウス　　　　　　　　ウエスト店

札幌市 西区 マンボウ

札幌市 西区 ダイエー　　　　　　　　　　琴似店

札幌市 西区 西野店食品

札幌市 西区 コープさっぽろ　　　　　　　にしの店

札幌市 南区 ラルズマート　　　　　　　　真駒内店

札幌市 南区 ビッグハウス　　　　　　　　サウス店

札幌市 南区 コープさっぽろ　　　　　　　ソシア川沿店

札幌市 南区 東光ストア　　　　　　　　　自衛隊前店

札幌市 南区 東光ストア　　　　　　　　　藤野店

札幌市 南区 東光ストア　　　　　　　　　真駒内店

札幌市 南区 ホクレンショップ　　　　　　中ノ沢店

札幌市 中央区 ラルズマート　　　　　　　　山鼻店

札幌市 中央区 ラルズマート　　　　　　　　啓明店

札幌市 中央区 ダイエー　　　　　　　　　　札幌円山店

札幌市 中央区 東光ストア　　　　　　　　　プロム山鼻店

札幌市 中央区 東光ストア　　　　　　　　　西線６条店

札幌市 中央区 東光ストア　　　　　　　　　円山店

札幌市 中央区 東光ストア　　　　　　　　　宮の森店

札幌市 中央区 東光ストア　　　　　　　　　札幌ファクトリー店

札幌市 中央区 山本商店　　　　　　　　　　山本フード

札幌市 豊平区 ラルズマート　　　　　　　　西岡店

札幌市 豊平区 ラルズストア　　　　　　　　平岸店

札幌市 豊平区 ビッグハウス　　　　　　　　エクストラ店

札幌市 豊平区 ラルズマート　　　　　　　　美園店

札幌市 豊平区 スーパーアークス　　　　　　月寒東店

札幌市 豊平区 コープさっぽろ　　　　　　　月寒ひがし店

札幌市 豊平区 コープさっぽろ　　　　　　　美園店

札幌市 豊平区 東光ストア　　　　　　　　　平岸ターミナル店

札幌市 豊平区 東光ストア　　　　　　　　　豊平店

札幌市 白石区 ビッグハウス　　　　　　　　白石店

札幌市 白石区 ラルズマート　　　　　　　　新ほくと店

札幌市 白石区 スーパーアークス　　　　　　菊水店

札幌市 白石区 ダイエー　　　　　　　　　　東札幌店

札幌市 白石区 卸売スーパー　　　　　　　　北郷店

札幌市 白石区 コープさっぽろ　　　　　　　ルーシー店

札幌市 白石区 コープさっぽろ　　　　　　　ノヴァ川下店

札幌市 白石区 東光ストア　　　　　　　　　南郷１３丁目店

札幌市 白石区 東光ストア　　　　　　　　　白石ターミナル店

札幌市 清田区 ラルズストア　　　　　　　　北野店

札幌市 清田区 ビッグハウス　　　　　　　　里塚店

札幌市 清田区 アウトレット卸売スーパー　　美しが丘店
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札幌市 清田区 アウトレット卸売スーパー　　平岡店

札幌市 清田区 コープさっぽろ　　　　　　　平岡店

札幌市 清田区 東光ストア　　　　　　　　　真栄店

札幌市 清田区 東光ストア　　　　　　　　　平岡店

札幌市 清田区 ホクレンショップＦＦ　　　　平岡公園通店

札幌市 清田区 豊月フードＤ　　　　　　　　平岡食彩館

札幌市 厚別区 ビッグハウス　　　　　　　　イ－スト店

札幌市 厚別区 ダイエー　　　　　　　　　　新札幌店

札幌市 厚別区 卸売スーパー　　　　　　　　新札幌店

札幌市 厚別区 東光ストア　　　　　　　　　大谷地店

札幌市 手稲区 ビッグハウス　　　　　　　　星置店

札幌市 手稲区 ラルズストア　　　　　　　　宮の沢店

札幌市 手稲区 卸売スーパー現金問屋　　　　手稲店

札幌市 手稲区 コープさっぽろ　　　　　　　新はっさむ店

札幌市 手稲区 ホクレンショップ　　　　　　新発寒店

札幌市 手稲区 ホクレンショップ　　　　　　前田店

札幌市 手稲区 豊月フードＤ　　　　　　　　ＢＯＳＣＯ

北広島市 大曲 スーパーアークス　　　　　　大曲店

北広島市 虹ヶ丘 フードＤ　　　　　　　　　　虹ヶ丘食彩館　　　　　

北広島市 栄町 コープさっぽろ　　　　　　　エルフィン店

北広島市 栄町 東光ストア　　　　　　　　　北広島店

恵庭市 本町 ビッグハウス　　　　　　　　恵庭店

恵庭市 恵み野 ラルズマート　　　　　　　　恵み野店

恵庭市 恵み野西 コープさっぽろ　　　　　　　恵み野店

江別市 大麻 ラルズストア　　　　　　　　大麻駅前店

江別市 大麻 フードＤ　　　　　　　　　　ＬＩＳＴＡ　　　　　　

江別市 大麻 ビッグハウス　　　　　　　　大麻店

江別市 元江別 ビッグハウス　　　　　　　　元江別店

江別市 元江別 コープさっぽろ　　　　　　　えべつ店

江別市 東野幌 ビッグハウス　　　　　　　　野幌店

江別市 野幌 コープさっぽろ　　　　　　　野幌店

江別市 ゆめみ野 ホクレンショップ　　　　　　ゆめみの店

江別市 元江別本町 ホクレンショップ　　　　　　元江別店

江別市 大麻北町 ホクレンショップ　　　　　　大麻北町店

空知郡 南幌町 エーコープ　　　　　　　　　南幌店

空知郡 中富良野町 ＢＥＳＴＯＭ　　　　　　　　中富良野ＨＫ

岩見沢市 美園 コープさっぽろ　　　　　　　岩見沢南店

岩見沢市 北3条 卸売スーパー　　　　　　　　岩見沢店

岩見沢市 大和 ビックハウス　　　　　　　　岩見沢店

美唄市 東2条 卸売スーパー　　　　　　　　美唄店

美唄市 東3条 コープさっぽろ　　　　　　　びばい店

石狩市 樽川 ビッグハウス　　　　　　　　花川店

石狩市 花川 コープさっぽろ　　　　　　　石狩店

石狩郡 当別町 ラルズストア　　　　　　　　当別店

小樽市 桂岡町 ラルズマート　　　　　　　　桂岡店

小樽市 新光町 ホクレンショップＦＦ　　　　朝里店

夕張市 紅葉山 Ａコープ　　　　　　　　　　メロード店

夕張市 南清水沢 Ａコープ　　　　　　　　　　南清水沢店

夕張郡 長沼町 Ａコープ　　　　　　　　　　ながぬま店

千歳市 勇舞 スーパーアークス　　　　　　長都店

千歳市 日の出 ビッグハウス　　　　　　　　千歳店

千歳市 住吉 コープさっぽろ　　　　　　　パセオ住吉店

千歳市 東郊 ホクレンショップ　　　　　　東郊店

苫小牧市 明徳 ビッグハウス　　　　　　　　明徳店

苫小牧市 光洋町 ビッグハウス　　　　　　　　光洋店

苫小牧市 明野新町 ビッグハウス　　　　　　　　明野店

苫小牧市 川沿 コープさっぽろ　　　　　　　パセオ川沿店

苫小牧市 沼ノ端 ホクレンショップ　　　　　　沼ノ端店

苫小牧市 大成町 エーコープ　　　　　　　　　苫小牧店

苫小牧市 柳町 ホクレンショップ　　　　　　苫小牧店

苫小牧市 澄川町 フードＤ　　　　　　　　　　ＯＡＳＩＳ　　　　　　

苫小牧市 北栄町 フードＤ　　　　　　　　　　沼ノ端食彩館　　　　　

苫小牧市 日新町 フードＤ　　　　　　　　　　Ｖｉａｎ

苫小牧市 しらかば町 ホクレンショップ　　　　　　苫小牧しらかば店

勇払郡 むかわ町 エーコープ　　　　　　　　　セレス店

虻田郡 喜茂別町 Ａコープ　　　　　　　　　　ようていきもべつ店
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虻田郡 倶知安町 コープさっぽろ　　　　　　　倶知安店

虻田郡 真狩村 エーコープようていスパー　　ようてい真狩店

虻田郡 ニセコ町 Ａコープ　　　　　　　　　　ようていニセコ店

虻田郡 京極町 Ａコープ　　　　　　　　　　ようてい京極店

虻田郡 豊浦町 Ａコープ　　　　　　　　　　豊浦店

虻田郡 洞爺湖町 Ａコープ　　　　　　　　　　とうや湖本店

登別市 中央町 ラルズホームストア　　　　　アーニス店

登別市 美園町 コープさっぽろ　　　　　　　しがイースト店

室蘭市 中島本町 スーパーアークス　　　　　　中島店

室蘭市 中央町 スーパーアークス　　　　　　室蘭中央店

室蘭市 輪西町 ラルズホームストア　　　　　輪西店

室蘭市 港北町 ラルズホームストア　　　　　港北店

室蘭市 知利別町 ラルズホームストア　　　　　新たかさご店

室蘭市 寿 コープさっぽろ　　　　　　　東むろらん店

室蘭市 築地町 Ａコープ　　　　　　　　　　むろらんウエスト店

伊達市 松ヶ枝 コープさっぽろ　　　　　　　だて店

伊達市 梅本町 スーパーアークス　　　　　　伊達店

伊達市 末永町 くみあいマーケット　　　　　本店

山越郡 長万部町 ラルズマート　　　　　　　　長万部店

磯谷郡 蘭越町 Ａコープ　　　　　　　　　　ようていらんこし店

富良野市 新富町 Ａコープ　　　　　　　　　　フォーレスト店

赤平市 大町 コープさっぽろ　　　　　　　あかびら店

樺戸郡 新十津川町 Ａコープ　　　　　　　　　　新十津川

樺戸郡 浦臼町 Ａコープ　　　　　　　　　　うらうす

樺戸郡 月形町 Ａコープ　　　　　　　　　　つきがた店

寿都郡 黒松内町 Ａコープ　　　　　　　　　　ようていくろまつない店

深川市 北光町 ホクレンショップ　　　　　　イチヤン店　　　

砂川市 東光町 Ａコープ　　　　　　　　　　新すながわ店

雨竜郡 沼田町 Ａコープ　　　　　　　　　　ぬまた店

旭川市 永山 コープさっぽろ　　　　　　　シーナ店

旭川市 忠和 コープさっぽろ　　　　　　　忠和店

旭川市 忠和 ホクレンショップ　　　　　　忠和店　　　　　

旭川市 春光台 ホクレンショップ　　　　　　春光台店　　　　

旭川市 東旭川 Ａコープ　　　　　　　　　　東旭川店

旭川市 東旭川 ダイイチ　　　　　　　　　　東旭川店

旭川市 東光町 ホクレンショップ　　　　　　東光店

旭川市 富岡 ホクレンショップ　　　　　　豊岡店

芦別市 南1条東 Ａコープ　　　　　　　　　　あしべつ

芦別市 南2条 フードＤ　　　　　　　　　　芦別店　　　　　　　　

名寄市 西 西條　　　　　　　　　　　　名寄店

名寄市 徳田 西條ベストホーム　　　　　　名寄店

上川郡 清水町 福原　　　　　　　　　　　　清水店

上川郡 清水町 Ａコープ　　　　　　　　　　清水店（御影店？）

上川郡 新得町 福原　　　　　　　　　　　　屈足店

上川郡 新得町 福原　　　　　　　　　　　　新得店

上川郡 上川町 Ａコープ　　　　　　　　　　上川店

上川郡 和寒町 ホクレンショップ　　　　　　和寒店

上川郡 東神楽町 ＢＥＳＴＯＭ　　　　　　　　東神楽店ＨＫ

上川郡 東神楽町 西條ベストムマート　　　　　東光店

上川郡 美瑛町 ホクレンショップ　　　　　　びえい店　　　　

上川郡 東川町 ホクレンショップ　　　　　　ひがしかわ店　　

留萌市 野本町 コープさっぽろ　　　　　　　るもい店

留萌市 高砂 Ａコープ　　　　　　　　　　留萌ルピナス店

苫前郡 羽幌町 ホクレンショップ　　　　　　羽幌店

苫前郡 苫前町 Ａコープ　　　　　　　　　　オリーブ店

士別市 朝日町 Ａコープ　　　　　　　　　　朝日店

士別市 大通東 西條　　　　　　　　　　　　士別店

天塩郡 豊富町 Ａコープ　　　　　　　　　　豊富店

天塩郡 幌延町 Ａコープ　　　　　　　　　　幌延　　　　　

天塩郡 幌延町 Ａコープ　　　　　　　　　　問寒別　　　　

枝幸郡 浜頓別町 東宗谷農協生活物資　　　　　浜頓別店

枝幸郡 枝幸町 西條　　　　　　　　　　　　枝幸店

稚内市 潮見 ホクレンショップ　　　　　　稚内店

稚内市 富岡 ユアーズ

稚内市 中央 卸売スーパー　　　　　　　　大壹店

稚内市 大黒 西條　　　　　　　　　　　　稚内店
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稚内市 潮見 西條　　　　　　　　　　　　ベストホーム稚内店

帯広市 自由が丘 福原　　　　　　　　　　　　自由が丘店

帯広市 西 福原　　　　　　　　　　　　いっきゅう店

帯広市 西 福原　　　　　　　　　　　　西１２条店

帯広市 西 福原　　　　　　　　　　　　西１５条店

帯広市 西 福原　　　　　　　　　　　　西１８条店

帯広市 西 福原　　　　　　　　　　　　西５条店

帯広市 西 福原　　　　　　　　　　　　西帯広店

帯広市 西 福原　　　　　　　　　　　　弥生店

帯広市 西 コープさっぽろ　　　　　　　ベルデ店

帯広市 西 テキサス売鮮市場　　　　　　テキサス本店

帯広市 西 福原　　　　　　　　　　　　長崎屋帯広店

帯広市 西 帯広地方卸売市場　　　　　　製品課

帯広市 西 テキサス　　　　　　　　　　本店

帯広市 東 ダイイチ　　　　　　　　　　東店

帯広市 南の森東 ダイイチ　　　　　　　　　　みなみ野店

帯広市 南町 ダイイチ　　　　　　　　　　自衛隊前店

帯広市 白樺 ダイイチ　　　　　　　　　　白樺店

帯広市 大空町 福原　　　　　　　　　　　　大空店

帯広市 大正本町 メークイン産業

河西郡 芽室町 福原　　　　　　　　　　　　芽室店

河西郡 芽室町 ダイイチ　　　　　　　　　　芽室店

河西郡 芽室町 Ａコープ　　　　　　　　　　芽室店

中川郡 幕別町 福原　　　　　　　　　　　　札内店

中川郡 幕別町 福原　　　　　　　　　　　　若草店

中川郡 幕別町 福原　　　　　　　　　　　　幕別店

中川郡 幕別町 ダイイチ　　　　　　　　　　札内店

中川郡 本別町 Ａコープ　　　　　　　　　　ほんべつ店

中川郡 本別町 福原　　　　　　　　　　　　本別店

中川郡 中川町 Ａコープ　　　　　　　　　　中川

中川郡 豊頃町 スーパーアグリ　　　　　　　茂岩店

中川郡 池田町 福原　　　　　　　　　　　　池田店

河東郡 鹿追町 福原　　　　　　　　　　　　鹿追店

河東郡 音更町 福原　　　　　　　　　　　　すずらん台店

河東郡 音更町 福原　　　　　　　　　　　　音更店

河東郡 音更町 Ａコープ　　　　　　　　　　おとふけ店

河東郡 音更町 オーケー　　　　　　　　　　音更店

河東郡 音更町 ダイイチ　　　　　　　　　　音更店

河東郡 上士幌町 Ａコープ　　　　　　　　　　ルピナ

広尾郡 大樹町 福原　　　　　　　　　　　　大樹店

広尾郡 広尾町 福原　　　　　　　　　　　　るるマート店

常呂郡 訓子府 Ａコープ　　　　　　　　　　くんねっぷ店

常呂郡 佐呂間町 Ａコープ　　　　　　　　　　佐呂間

常呂郡 置戸町 Ａコープ　　　　　　　　　　おけと店

十勝郡 浦幌町 福原　　　　　　　　　　　　浦幌店

十勝郡 浦幌町 Ａコープ　　　　　　　　　　うらほろ店

足寄郡 足寄町西町 福原　　　　　　　　　　　　足寄店

川上郡 弟子屈町 福原　　　　　　　　　　　　摩周店

川上郡 標茶町開運町 福原　　　　　　　　　　　　標茶店

川上郡 標茶町 Ａコープ　　　　　　　　　　標茶店

北見市 中央三輪 コープさっぽろ　　　　　　　みわ店

北見市 留辺蘂町 Ａコープ　　　　　　　　　　るべしべ店

北見市 留辺蘂町 ラルズマート　　　　　　　　留辺蘂店

北見市 相内町 Ａコープ　　　　　　　　　　あいのない店

北見市 端野町 Ａコープ　　　　　　　　　　たんの店

北見市 端野町 東武　　　　　　　　　　　　イーストモール端野店

北見市 美芳町 フクハラ　　　　　　　　　　タイガー店　　

北見市 東三輪 フクハラ　　　　　　　　　　三輪店　　　　

北見市 高栄東 ラルズマート　　　　　　　　高栄店　　

北見市 錦町 ラルズマート　　　　　　　　北光店　　

北見市 本町 ラルズマート　　　　　　　　本町店　　

北見市 桜町 スーパーアーク　　　　　　　桜町店

紋別郡 遠軽町 コープさっぽろ　　　　　　　遠軽みなみ店

紋別郡 遠軽町 Ａコープ　　　　　　　　　　えんゆう遠軽店

厚岸郡 厚岸町 福原　　　　　　　　　　　　厚岸店

厚岸郡 厚岸町 Ａコープ　　　　　　　　　　釧路太田

北海道

北海道深み玉葱ドレッシング　販売店舗一覧（10月1日現在）



所在地 店舗名

標津郡 中標津町 福原　　　　　　　　　　　　ＢＨ中標津店

標津郡 中標津町 福原　　　　　　　　　　　　中標津店

標津郡 中標津町 中標津町農協　　　　　　　　Ａコープ中標津店

野付郡 別海町 福原　　　　　　　　　　　　別海店

網走郡 美幌町 スーパーアークス　　　　　　美幌店

網走郡 美幌町 コープさっぽろ　　　　　　　びほろ店

網走郡 津別町 柳瀬食品店　　　　　　　　　グリーンマートツベツ　

網走郡 大空町 ホクレンショップ　　　　　　東もこと店　　　

斜里郡 斜里町 Ａコープ　　　　　　　　　　しゃり店

斜里郡 斜里町 ラルズマート　　　　　　　　斜里店

斜里郡 清里町 Ａコープ　　　　　　　　　　清里店

釧路郡 釧路町 コープさっぽろ　　　　　　　中央店

釧路郡 釧路町 福原　　　　　　　　　　　　桂木店

釧路郡 釧路町 福原　　　　　　　　　　　　光和店

釧路市 愛国東 福原　　　　　　　　　　　　愛国店

釧路市 阿寒町 Ａコープ　　　　　　　　　　阿寒店

釧路市 芦野 卸売スーパー相長　　　　　　芦野店

釧路市 新橋大通 コープさっぽろ　　　　　　　新橋大通店　　　　　　

釧路市 春採 福原　　　　　　　　　　　　春採店

釧路市 春日町 福原　　　　　　　　　　　　春日店

釧路市 昭和中央 福原　　　　　　　　　　　　昭和店

釧路市 星が浦大通 卸売スーパー相長　　　　　　星が浦店

釧路市 星が浦大通 福原　　　　　　　　　　　　星が浦店

釧路市 川上町 福原　　　　　　　　　　　　ＢＨ旭町店

釧路市 双葉町 福原　　　　　　　　　　　　双葉店

釧路市 中園町 福原　　　　　　　　　　　　中園店

釧路市 鳥取大通 福原　　　　　　　　　　　　ＢＨ釧路店

釧路市 武佐 福原　　　　　　　　　　　　武佐店

釧路市 文苑 福原　　　　　　　　　　　　公立大前店

釧路市 旭町 服部商店

根室市 西浜 ホクレンショップ　　　　　　根室店

久遠郡 せたな町 神野商店

檜山郡 江差町 ラルズマート　　　　　　　　江差店

茅部郡 鹿部 小板商店

茅部郡 森町 ラルズマート　　　　　　　　森店

茅部郡 森町 ホクレンショップ　　　　　　森店

二海郡 八雲町 ラルズマート　　　　　　　　八雲店

二海郡 八雲町 エーコープ　　　　　　　　　やくも店

函館市 本町 丸井今井　　　　　　　　　　函館店

函館市 本通り ラルズマート　　　　　　　　本通店

函館市 桔梗 ラルズマート　　　　　　　　桔梗店

函館市 戸倉町 スーパーアークス　　　　　　戸倉店

函館市 港町 スーパーアークス　　　　　　港町店

函館市 人見町 コープさっぽろ　　　　　　　ひとみ店

函館市 石川町 コープさっぽろ　　　　　　　いしかわ店

函館市 田家町 ラルズマート　　　　　　　　白鳥店

函館市 湯川町 ダイエー　　　　　　　　　　ＧＣ湯川店

函館市 日之出町 ラルズマート　　　　　　　　日の出店

函館市 美原 ビッグハウス　　　　　　　　美原店

函館市 昭和 ホクレンショップ　　　　　　函館昭和店

函館市 大縄町 スーパーアークス　　　　　　大縄店

函館市 富岡町 スーパー大林

神磯郡 木古内 ラルズマート　　　　　　　　木古内店

松前郡 松前町 ラルズマート　　　　　　　　松前店

亀田郡 七飯町 ラルズマート　　　　　　　　七飯店

亀田郡 七飯町 ホクレンショップ　　　　　　七飯店

北斗市 久根別 ラルズマート　　　　　　　　久根別店

北斗市 七重浜 ダイエー　　　　　　　　　　上磯店

多賀城市 城南 ヤマザワ　　　　　　　　　　多賀城店

仙台市 泉区松陵 ヤマザワ　　　　　　　　　　松陵店

黒川郡 大和町 ヤマザワ　　　　　　　　　　吉岡店

長岡市 千秋 アピタ　　　　　　　　　　　長岡店

東蒲原郡 阿賀町 フードセンター　　　　　　　生鮮の杜カラオ

燕市 吉田 清水フード　　　　　　　　　吉田東店

燕市 杣木廿六木 ウオエイ　　　　　　　　　　燕店

新潟市 江南区 アピタ　　　　　　　　　　　新潟亀田店

北海道

宮城県

新潟県

北海道深み玉葱ドレッシング　販売店舗一覧（10月1日現在）



所在地 店舗名

新潟市 西蒲区 清水フード　　　　　　　　　巻店

新潟市 西区 アピタ　　　　　　　　　　　新潟西店

新潟市 西区 清水フード　　　　　　　　　青山店

新潟市 西区 清水フード　　　　　　　　　小針店

新潟市 西区 清水フード　　　　　　　　　大学前店

新潟市 西区 清水フード　　　　　　　　　坂井店　　　　　　　　

新潟市 西区 清水フード　　　　　　　　　黒埼店　　　　　　　　

新潟市 中央区 清水フード　　　　　　　　　鳥屋野店　　　　　　　

新潟市 中央区 清水フード　　　　　　　　　関屋店　　　　　　　　

新潟市 中央区 清水フード　　　　　　　　　湊町店

新潟市 中央区 清水フード　　　　　　　　　西堀店

新潟市 東区 ウオエイ　　　　　　　　　　石山店

新潟市 東区 清水フード　　　　　　　　　河渡店

新潟市 東区 清水フード　　　　　　　　　山の下店

新潟市 東区 清水フード　　　　　　　　　中山店

新潟市 東区 清水フード　　　　　　　　　東中野山店　　　　　　

阿賀野市 保田 フードセンター　　　　　　　安田キッド　

長岡市 新組町 マルイ　　　　　　　　　　　新組店

長岡市 学校町 マルイ　　　　　　　　　　　長岡学校町店

三条市 月岡 マルイ　　　　　　　　　　　三条月岡店

三条市 西本成寺 マルイ　　　　　　　　　　　本成寺店

三条市 西大崎 マルイ　　　　　　　　　　　大崎店

三条市 塚野目 マルイ　　　　　　　　　　　塚野目店

柏崎市 松波 マルイ　　　　　　　　　　　アトレ柏崎店

柏崎市 上田尻 マルイ　　　　　　　　　　　柏崎田尻店

柏崎市 横山 マルイ　　　　　　　　　　　横山店

小千谷市 稗生 マルイ　　　　　　　　　　　東小千谷店

見附市 今町 マルイ　　　　　　　　　　　今町国道店

見附市 新町 マルイ　　　　　　　　　　　見附店

燕市 杉名 マルイ　　　　　　　　　　　燕小池店

燕市 中央通 マルイ　　　　　　　　　　　燕中央店

長岡市 楡原 マルイ　　　　　　　　　　　栃尾店

佐渡市 窪田 マルイ　　　　　　　　　　　佐渡店

魚沼市 堀之内 マルイ　　　　　　　　　　　堀之内店

新潟市 東区空港西 マルイ　　　　　　　　　　　アトレ花かいどう店

新潟市 中央区女池 マルイ　　　　　　　　　　　女池店

新潟市 西区寺尾台 マルイ　　　　　　　　　　　寺尾台店

燕市 吉田本所 マルイ　　　　　　　　　　　吉田店

新潟市 西蒲区 マルイ　　　　　　　　　　　巻店

燕市 分水学校町 マルイ　　　　　　　　　　　分水店

長岡市 中之島 マルイ　　　　　　　　　　　中之島店

長岡市 与板町 マルイ　　　　　　　　　　　与板店

長岡市 寺泊敦ヶ曽根 マルイ　　　　　　　　　　　寺泊店

足利市 朝倉町 アピタ　　　　　　　　　　　足利店

小山市 城東 フードオアシスオータニ　　　小山店

小山市 城山町 食こまち　　　　　　　　　　小山店

さくら市 北草川 フードオアシスオータニ　　　氏家店

さくら市 喜連川 スーパーオータニ　　　　　　喜連川店

宇都宮市 江曽島本町 アピタ　　　　　　　　　　　宇都宮店

宇都宮市 江曽島町 スーパーオータニ　　　　　　江曾島店　　　　　　　

宇都宮市 元今泉 フードオアシスオータニ　　　宇都宮駅東店

宇都宮市 戸祭 かましん　　　　　　　　　　カルナ戸祭店

宇都宮市 上戸祭町 フードオアシスオータニ　　　戸祭店

宇都宮市 南町 スーパーオータニ　　　　　　雀宮店

宇都宮市 御幸ケ原町 フードオアシスオータニ　　　御幸ヶ原店

宇都宮市 鶴田町 フードオアシスオータニ　　　鶴田店

宇都宮市 五代 フードオアシスオータニ　　　五代店　　　　　　　　

宇都宮市 平松本町 フードオアシスオータニ　　　平松店　　　　　　　　

宇都宮市 平松本町 かましん　　　　　　　　　　平松本町店　　

宇都宮市 西刑部町 フードオアシスオータニ　　　みずほの店　　　　　　

宇都宮市 下荒針町 フードオアシスオータニ　　　明保店　　　　　　　　

宇都宮市 川向町 Ｂｅマート　　　　　　　　　宇都宮店

宇都宮市 下田原町 スーパーオータニ　　　　　　宝井店

宇都宮市 下岡本町 フードオアシスオータニ　　　岡本店

宇都宮市 雀の宮 かましん　　　　　　　　　　雀宮店　　　　

宇都宮市 宿郷 かましん　　　　　　　　　　カルナ駅東店　

栃木県

新潟県

北海道深み玉葱ドレッシング　販売店舗一覧（10月1日現在）



所在地 店舗名

宇都宮市 ゆいの杜 かましん　　　　　　　　　　清原テクノ店

宇都宮市 豊郷台 かましん　　　　　　　　　　豊郷台店

宇都宮市 大曽 かましん　　　　　　　　　　カルナ大曽店

塩谷郡 高根沢町 フードオアシスオータニ　　　高根沢店

下都賀郡 野木町 スーパーオータニ　　　　　　野木店

下野市 石橋 かましん　　　　　　　　　　石橋店　　　　

下野市 祇園 かましん　　　　　　　　　　自治医大店　　

下野市 柴 オータニ　　　　　　　　　　自治医大店

河内郡 上三川町 スーパーオータニ　　　　　　上三川店　　　　　　　

真岡市 荒町 フードオアシスオータニ　　　荒町店

栃木市 平柳町 かましん　　　　　　　　　　栃木平柳店

栃木市 樋ノ口町 スーパーオータニ　　　　　　栃木店

栃木市 西方町 スーパーオータニ　　　　　　西方店

那須郡 那珂川町 かましん　　　　　　　　　　馬頭店

那須烏山市 田野倉 かましん　　　　　　　　　　大金店

那須塩原市 豊住町 スーパーオータニ　　　　　　黒磯店　　　　　　　　

那須塩原市 東三島 スーパーオータニ　　　　　　西那須野店　　　　　　

那須塩原市 下永田 フードオアシスオータニ　　　永田店　　　　　　　　

日光市 芹沼 スーパーオータニ　　　　　　今市店　　　　　　　　

日光市 木和田島 フードオアシスオータニ　　　大沢店

日光市 今市 かましん　　　　　　　　　　今市店

日光市 森友 かましん　　　　　　　　　　日光森友店

芳賀郡 益子町 かましん　　　　　　　　　　益子店

芳賀郡 市貝町 かましん　　　　　　　　　　市貝西店

芳賀郡 茂木町 かましん　　　　　　　　　　モピア店

矢板市 木幡 フードオアシスオータニ　　　矢板店　　　　　　　　

緑 緑 たいらや　　　　　　　　　　緑店

芳賀郡 芳賀町 たいらや　　　　　　　　　　芳賀店

宇都宮市 平松本町 たいらや　　　　　　　　　　平松店

宇都宮市 滝谷町 たいらや　　　　　　　　　　滝谷店

足利市 田中町 たいらや　　　　　　　　　　足利店（アクロスプラザ内）

宇都宮市 川田町 たいらや　　　　　　　　　　川田店

小山市 本郷町 たいらや　　　　　　　　　　本郷店

小山市 大字犬塚 たいらや　　　　　　　　　　犬塚店

鹿沼市 緑町 たいらや　　　　　　　　　　鹿沼店

下野市 緑 たいらや　　　　　　　　　　自治医大店

宇都宮市 今泉町 たいらや　　　　　　　　　　今泉新町店

日光市 今市　 たいらや　　　　　　　　　　今市店

那須烏山市 金井 たいらや　　　　　　　　　　烏山店

宇都宮市 ゆいの杜 たいらや　　　　　　　　　　ゆいの杜店

真岡市 熊倉 たいらや　　　　　　　　　　真岡店

稲敷市 西代 アピタ　　　　　　　　　　　佐原東店

守谷市 久保ヶ丘 アピタ　　　　　　　　　　　守谷店

つくば市 吾妻 ザ・ガーデン　　　　　　 　 筑波店

つくば市 桜 スーパーマルモ　　　　　　  学園店

つくば市 二の宮 スーパーマルモ　　　　　　  二の宮店

神栖市 知手中央 マルヘイストア　　　　　　　知手店

鉾田市 鉾田 フーズマーケット　　　　　　ハピネ鉾田店

土浦市 荒川沖 マルヘイストア　　　　　　　荒川沖店

土浦市 摩利山 スーパーマルモ　　　　　　  まりやま店

土浦市 神立中央 スーパーマルモ　　　　　　  神立店

筑西市 丙 かましん　　　　　　　　　　下館店

ひたちなか市 新光町 サンユーストアー生鮮市場　　ひたちなか店

牛久市 牛久町 イズミヤ　　　　　　　　　　牛久店

かすみがうら市 新治 スーパーマルモ　　　　　　  千代田店（食品）

多気郡 多気町 グッディ食鮮館　　　　　　　多気店

度会郡 玉城町 グッディ　　　　　　　　　　玉城店

度会郡 度会町 グッディ　　　　　　　　　　度会店

津市 豊が丘 一号舘　　　　　　　　　　　豊里店

四日市市 赤堀 一号舘　　　　　　　　　　　ときわ店

四日市市 小牧町 一号舘　　　　　　　　　　　小牧店

四日市市 別名 一号舘　　　　　　　　　　　羽津店

四日市市 高花平 一号舘　　　　　　　　　　　高花平店

四日市市 東坂部町 一号舘　　　　　　　　　　　坂部店

四日市市 高見台 一号舘　　　　　　　　　　　大長店

四日市市 桜台 一号舘　　　　　　　　　　　桜店

栃木県

茨城県

三重県

北海道深み玉葱ドレッシング　販売店舗一覧（10月1日現在）



所在地 店舗名

四日市市 中部 一号舘　　　　　　　　　　　四日市店

四日市市 堀木 一号舘（ラッキーマート）　　木店

四日市市 三重 一号舘　　　　　　　　　　　三重団地店

四日市市 松本 一号舘　　　　　　　　　　　松本店

四日市市 浮橋 一号舘　　　　　　　　　　　陽光台店

桑名市 吉之丸 柿安本店　　　　　　　　　　柿安精肉本店

桑名市 大字西別所 一号舘　　　　　　　　　　　西別所店

桑名市 八幡町 一号舘　　　　　　　　　　　日進店

桑名市 大字江場 一号舘　　　　　　　　　　　江場店

桑名市 大字東方 一号舘　　　　　　　　　　　桑名駅西店

亀山市 みどり町 一号舘　　　　　　　　　　　井田川店

桑名市 長島町 一号舘　　　　　　　　　　　長島店

員弁郡 東員町 一号舘（ラッキーマート）　　東員店

三重郡 菰野町 一号舘　　　　　　　　　　　菰野店

四日市市 楠町 一号舘　　　　　　　　　　　楠店

四日市市 楠町 一号舘　　　　　　　　　　　北楠店

富山県 下新川郡 朝日町 Ａコープ　　　　　　　　　　朝日店

前橋市 文京町 アピタ　　　　　　　　　　　前橋店

高崎市 矢中町 アピタ　　　　　　　　　　　高崎店

伊勢崎市 三室町 アピタ　　　　　　　　　　　伊勢崎東店

館林市 楠木町 アピタ　　　　　　　　　　　館林店

みどり市 笠懸町 アピタ　　　　　　　　　　　笠懸店

みどり市 大間々町 小林米穀店

吾妻郡 草津町 （有）茂久兵衛食品

岡谷市 長地権現町 いちやまマート　　　　　　　岡谷店

諏訪市 中州 いちやまマート　　　　　　　諏訪店

上伊那郡 箕輪町 ベルシャイン　　　　　　　　箕輪店

上伊那郡 箕輪町 ベルシャイン　　　　　　　　伊北店

加須市 鳩山町 ピアゴ　　　　　　　　　　　大桑店

本庄市 南 アピタ　　　　　　　　　　　本庄店

東松山市 あずま アピタ　　　　　　　　　　　東松山店

鴻巣市 袋 アピタ　　　　　　　　　　　吹上店

深谷市 上原 ピアゴ　　　　　　　　　　　川本店

幸手市 東 フードオアシスオータニ　　　幸手店　　　　　　　　

さいたま市 岩槻区 アピタ　　　　　　　　　　　岩槻店

さいたま市 大宮区 ザ・ガーデン　　　　　　　　大宮店

桶川市 桶川都 アピタ　　　　　　　　　　　桶川店

所沢市 日吉町 ザ・ガーデン　　　　　　　　西武所沢店

所沢市 くすのき台 ザ・ガーデン　　　　　　　　所沢店

越谷市 南越谷 ザ・ガーデン　　　　　　　　新越谷店

木更津市 ほたる野 アピタ　　　　　　　　　　　木更津店

君津市 久保 アピタ　　　　　　　　　　　君津店

香取市 佐原イ 池田喜平商店

香取市 南原地新田 マルヘイストア　　　　　　　小見川店

千葉市 中央区 ザ・ガーデン　　　　　　　　千葉店

千葉市 美浜区 イズミヤ　　　　　　　　　　検見川浜店

八千代市 村上 イズミヤ　　　　　　　　　　八千代店

船橋市 本町 ザ・ガーデン　　　　　　　　船橋店

柏市 柏 ザ・ガーデン　　　　　　　　柏店

南足柄市 関本 ピアゴ　　　　　　　　　　　大雄山店

南足柄市 塚原 富士シティオ　　　　　　　　塚原店　　　　　　　　

鹿嶋市 宮津台 マルヘイストア　　　　　　　鹿嶋店

綾瀬市 大上 三和フードワン　　　　　　　綾瀬店　　　　　　　　　　　

横須賀市 平成町 三和　　　　　　　　　　　　横須賀店

横須賀市 佐原 富士シティオ　　　　　　　　佐原店

横須賀市 根岸 富士シティオ　　　　　　　　北久里浜店

横須賀市 野比 富士シティオ　　　　　　　　野比店　　　　　　　　

横浜市 青葉区 三和フードワン　　　　　　　田奈店

横浜市 青葉区 三和　　　　　　　　　　　　子供の国店

横浜市 旭区 三和　　　　　　　　　　　　鶴ヶ峰店

横浜市 鶴見区 三和　　　　　　　　　　　　鶴見尻手店

横浜市 西区 富士シティオ　　　　　　　　伊勢町店

横浜市 西区 ザ・ガーデン　　　　　　　　横浜店

横浜市 南区 富士シティオ　　　　　　　　横浜南店

横浜市 瀬谷区 富士シティオ　　　　　　　　橋戸店

横浜市 港南区 富士シティオ　　　　　　　　芹が谷店

三重県

群馬県
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所在地 店舗名

横浜市 港南区 富士シティオ　　　　　　　　野庭店

横浜市 港南区 富士シティオ　　　　　　　　上大岡店

横浜市 港北区 富士シティオ　　　　　　　　鳥山店

横浜市 港北区 アピタ　　　　　　　　　　　日吉店

横浜市 港北区 三和　　　　　　　　　　　　トレッサ横浜店

横浜市 磯子区 富士シティオ　　　　　　　　根岸橋店

横浜市 磯子区 富士シティオ　　　　　　　　上中里店

横浜市 保土ヶ谷区 富士シティオ　　　　　　　　上星川店

横浜市 保土ヶ谷区 富士シティオ　　　　　　　　新井町店

横浜市 保土ヶ谷区 富士シティオ　　　　　　　　新桜ヶ丘店

横浜市 保土ヶ谷区 富士シティオ　　　　　　　　保土ヶ谷店

横浜市 栄区 富士シティオ　　　　　　　　天神橋店

横浜市 栄区 富士シティオ　　　　　　　　本郷台店

横浜市 鶴見区 富士シティオ　　　　　　　　馬場店

横浜市 鶴見区 ベンガベンガ　　　　　　　　駒岡店

横浜市 神奈川区 ピアゴ　　　　　　　　　　　大口店

横浜市 神奈川区 富士シティオ　　　　　　　　菅田店

横浜市 緑区 アピタ　　　　　　　　　　　長津田

横浜市 中区 ピアゴ　　　　　　　　　　　イセザキ店

横浜市 戸塚区 ザ・ガーデン　　　　　　　　東戸塚店

横浜市 戸塚区 富士シティオ　　　　　　　　東戸塚店

横浜市 戸塚区 三和　　　　　　　　　　　　サクラス戸塚店

横浜市 戸塚区 アピタ　　　　　　　　　　　戸塚店

海老名市 本郷 三和フードワン　　　　　　　海老名店

鎌倉市 台 富士シティオ　　　　　　　　大船店

鎌倉市 大船 ザ・ガーデン　　　　　　　　大船店

茅ヶ崎市 松が丘 富士シティオ　　　　　　　　松が丘店

茅ヶ崎市 浜之郷 富士シティオ　　　　　　　　鶴嶺店

厚木市 長谷 三和フードワン　　　　　　　厚木長谷店

厚木市 森の里 三和　　　　　　　　　　　　森の里店

厚木市 戸室 富士シティオ　　　　　　　　戸室店

高座郡 寒川町 富士シティオ　　　　　　　　寒川店

高座郡 寒川町 富士シティオ　　　　　　　　倉見店

高座郡 寒川町 富士シティオ　　　　　　　　大曲店

座間市 入谷 三和フードワン　　　　　　　座間店

座間市 東原 三和　　　　　　　　　　　　座間東原店

座間市 相武台 三和　　　　　　　　　　　　相武台店

座間市 相模が丘 三和　　　　　　　　　　　　相模が丘店

三浦市 原町 富士シティオ　　　　　　　　三崎店

秦野市 鶴巻 三和フードワン　　　　　　　鶴巻店

川崎市 川崎区 シェルガーデン　　　　　　　川崎店　　　　　　　　

川崎市 幸区 三和　　　　　　　　　　　　ラゾーナ川崎店

川崎市 麻生区 三和　　　　　　　　　　　　百合ヶ丘店Ａ館

川崎市 麻生区 富士シティオ　　　　　　　　五月台店

川崎市 中原区 富士シティオ　　　　　　　　デリド武蔵小杉店

川崎市 中原区 富士シティオ　　　　　　　　武蔵中原店

川崎市 多摩区 富士シティオ　　　　　　　　稲田堤店

川崎市 多摩区 ベンガベンガ　　　　　　　　久地店

川崎市 多摩区 ベンガベンガ　　　　　　　　長沢店

川崎市 多摩区 ベンガベンガ　　　　　　　　登戸店

川崎市 多摩区 ベンガベンガ　　　　　　　　枡形店

川崎市 多摩区 京王ストア　　　　　　　　　稲田堤店

川崎市 宮前区 富士シティオ　　　　　　　　上野川店

川崎市 宮前区 富士シティオ　　　　　　　　南平台店

川崎市 高津区 ベンガベンガ　　　　　　　　野川店

相模原市 中央区 三和フードワン　　　　　　　矢部店

相模原市 中央区 三和フードワン　　　　　　　渕野辺店

相模原市 中央区 三和　　　　　　　　　　　　上溝店

相模原市 中央区 三和　　　　　　　　　　　　南橋本店

相模原市 中央区 三和　　　　　　　　　　　　並木店

相模原市 緑区 三和フードワン　　　　　　　下九沢店

相模原市 緑区 三和　　　　　　　　　　　　西橋本店

相模原市 南区 三和フードワン　　　　　　　大野台店

相模原市 南区 三和　　　　　　　　　　　　相模台店

相模原市 南区 三和　　　　　　　　　　　　相模大野店

相模原市 南区 三和　　　　　　　　　　　　豊町店

神奈川県
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相模原市 南区 三和　　　　　　　　　　　　麻溝店

相模原市 南区 富士シティオ　　　　　　　　相模大野店

藤沢市 辻堂 三和フードワン　　　　　　　藤沢店

藤沢市 辻堂 三和　　　　　　　　　　　　湘南ＦＩＬＬ店

藤沢市 鵠沼 富士シティオ　　　　　　　　鵠沼店

藤沢市 鵠沼 富士シティオ　　　　　　　　鵠沼藤が谷店　　　　　

藤沢市 善行 富士シティオ　　　　　　　　善行店　　　　　　　　

平塚市 田村 三和　　　　　　　　　　　　カルサ平塚店　　　　　　　　　　　　　

平塚市 代官町 富士シティオ　　　　　　　　デリド平塚駅前店　　　

平塚市 徳延 富士シティオ　　　　　　　　徳延店

甲州市 塩山 いちやまマート　　　　　　　塩山店

甲府市 塩部 いちやまマート　　　　　　　塩部店

甲府市 徳行 いちやまマート　　　　　　　徳行店

甲府市 住吉本町 いちやまマート　　　　　　　増坪店

甲府市 池田 いちやまマート　　　　　　　池田店

中央市 若宮 いちやまマート　　　　　　　玉穂店

笛吹市 一宮 いちやまマート　　　　　　　一宮店

南都留郡 富士 いちやまマート　　　　　　　赤坂店

富士吉田市 上吉田 いちやまマート　　　　　　　城山店

山梨市 上神内川 いちやまマート　　　　　　　山梨店

甲斐市 竜地 いちやまマート　　　　　　　双葉店

杉並区 上萩 ザ・ガーデン　　　　　　　　荻窪店

杉並区 宮前 京王ストア　　　　　　　　　キッチンコート久我山店

杉並区 高井戸 京王ストア　　　　　　　　　八幡山店

杉並区 永福町 京王ストア　　　　　　　　　永福町店

目黒区 上目黒 東急ストア　　　　　　　　　プレッセ中目黒店　　　

目黒区 自由が丘 ザ・ガーデン　　　　　　　　自由ケ丘店

台東区 上野 ザ・ガーデン　　　　　　　　上野店

豊島区 南池袋 ザ・ガーデン　　　　　　　　池袋店

練馬区 中村北 ザ・ガーデン　　　　　　　　中村橋店

世田谷区 用賀 富士シティオ　　　　　　　　用賀店　　　　　　　　

千代田区 九段北 富士シティオ　　　　　　　　デリド市ヶ谷店　　　　

中央区 勝どき 富士シティオ　　　　　　　　デリド勝どき駅前店　　

港区 赤坂 東急ストア　　　　　　　　　プレッセプレミアム東京ミッドタウン店　

品川区 上大崎 ザ・ガーデン　　　　　　　　目黒店

品川区 上大崎 東急ストア　　　　　　　　　プレッセ目黒店

渋谷区 宇田川 そごう西武　　　　　　　　　渋谷店

渋谷区 本町 ベンガベンガ　　　　　　　　渋谷ダイヤ

大田区 粧谷 ベンガベンガ　　　　　　　　糀谷店

大田区 羽田 富士シティオ　　　　　　　　羽田店　　　　　　　　

大田区 田園調布 東急ストア　　　　　　　　　プレッセ田園調布店　　

立川市 曙町 ザ・ガーデン　　　　　　　　立川店

小金井市 梶野町 ザ・ガーデン　　　　　　　　東小金井店

武蔵野市 吉祥寺南町 ザ・ガーデン　　　　　　　　吉祥寺店

町田市 原町田 ザ・ガーデン　　　　　　　　町田店

町田市 根岸 三和　　　　　　　　　　　　アメリア根岸店

町田市 小川 三和　　　　　　　　　　　　つくし野店

町田市 森野 三和フードワン　　　　　　　森野店

町田市 小山ヶ丘 三和フードワン　　　　　　　多摩境店

町田市 玉川学園 三和　　　　　　　　　　　　玉川学園店

町田市 山﨑町 三和　　　　　　　　　　　　山崎店

町田市 金森 三和　　　　　　　　　　　　小川店

町田市 中町 三和　　　　　　　　　　　　中町店

町田市 南大谷 三和　　　　　　　　　　　　町田大谷店

町田市 真光寺 三和　　　　　　　　　　　　鶴川店

日野市 旭が丘 三和　　　　　　　　　　　　旭が丘店

日野市 落川 富士シティオ　　　　　　　　百草園店　　　　　　　

八王子市 片倉町 三和フードワン　　　　　　　片倉店　　　　　　　　　　　

八王子市 別所 三和フードワン　　　　　　　堀之内店　　　　　　　　　　

八王子市 みなみ野 三和　　　　　　　　　　　　八王子みなみ野店　　　　　　　　　　　

豊島区 南大塚 富士シティオ　　　　　　　　デリド アトレヴィ大塚店　　　　　　　

稲城市 矢野口 三和　　　　　　　　　　　　稲城ランド通り店　　　　　　　　　　　

稲城市 若葉台 三和　　　　　　　　　　　　若葉台店

稲城市 矢野口 富士シティオ　　　　　　　　矢野口駅店

名古屋市 北区 ダイエー　　　　　　　　　　上飯田店　　　　　　

名古屋市 名東区 ダイエー　　　　　　　　　　名古屋東店　　　　　

神奈川県
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愛知郡 東郷町 ドミー　　　　　　　　　　　東郷店

安城市 横山町 ドミー　　　　　　　　　　　安城横山店

岡崎市 柱町 ドミー　　　　　　　　　　　岡崎駅東店

岡崎市 稲熊町 ドミー　　　　　　　　　　　稲熊店

岡崎市 百々町 ドミー　　　　　　　　　　　百々店

岡崎市 若松町 ドミー　　　　　　　　　　　若松店

岡崎市 美合町 ドミー　　　　　　　　　　　美合店

岡崎市 大樹寺 ドミー　　　　　　　　　　　大樹寺店

岡崎市 東明大寺 ドミー　　　　　　　　　　　竜美丘店

岡崎市 福岡町 ドミー　　　　　　　　　　　福岡店

岡崎市 岩津町 ドミー　　　　　　　　　　　岩津店

額田郡 幸田町 ドミー　　　　　　　　　　　幸田店

蒲郡市 三谷町 ドミー　　　　　　　　　　　三谷店

高浜市 神明町 ドミー　　　　　　　　　　　高浜店

西尾市 下町 ドミー　　　　　　　　　　　西尾シャオ店

西尾市 寺津 ドミー　　　　　　　　　　　寺津店

西尾市 伊藤 ドミー　　　　　　　　　　　鶴城店

西尾市 丁田町 ドミー　　　　　　　　　　　丁田店

西尾市 一色町 ドミー　　　　　　　　　　　一色店

西尾市 吉良町 ドミー　　　　　　　　　　　吉良店

大府市 桃山町 ドミー　　　　　　　　　　　大府店

知多郡 東浦町 ドミー　　　　　　　　　　　東浦店

知立市 上重原町 ドミー　　　　　　　　　　　知立店

碧南市 千福町 ドミー　　　　　　　　　　　新川店

碧南市 石橋町 ドミー　　　　　　　　　　　大浜店

豊橋市 高洲町 ドミー　　　　　　　　　　　渡津店

豊橋市 飯村南 ドミー　　　　　　　　　　　飯村店

豊橋市 神野新田町 ドミー　　　　　　　　　　　神野店

豊橋市 つつじが丘 ドミー　　　　　　　　　　　つつじが丘店

豊川市 下野川町 ドミー　　　　　　　　　　　蔵子店

豊川市 伊奈町 ドミー　　　　　　　　　　　小坂井店

豊田市 山之手 ドミー　　　　　　　　　　　豊田山之手店

豊田市 若林東町 ドミー　　　　　　　　　　　若林店

静岡県 浜松市 中区 間渕商店

呉市 広 フレスタ　　　　　　　　　　広店

呉市 焼山 生協ひろしま　　　　　　　　コープ焼山

広島市 西区 フレスタ　　　　　　　　　　横川店

広島市 中区 フレスタ　　　　　　　　　　吉島店　　　　　　　　

広島市 南区 フレスタ　　　　　　　　　　新宇品店　　　　　　　

広島市 東区 生協ひろしま　　　　　　　　温品店　　　　　　　　

広島市 安芸区 生協ひろしま　　　　　　　　矢野東店　　　　　　　

広島市 安芸区 生協ひろしま　　　　　　　　船越店　　　　　　　　

広島市 佐伯区 生協ひろしま　　　　　　　　コープ五日市北店　　　

広島市 佐伯区 フレスタ　　　　　　　　　　海老園店

広島市 佐伯区 フレスタ　　　　　　　　　　波出石店

広島市 安佐北区 フレスタ　　　　　　　　　　可部店

広島市 安佐北区 生協ひろしま　　　　　　　　コープ高陽

広島市 安佐南区 フレスタ　　　　　　　　　　沼田店

広島市 安佐南区 フレスタ　　　　　　　　　　相田店

広島市 安佐南区 フレスタ　　　　　　　　　　東山本店

広島市 安佐南区 生協ひろしま　　　　　　　　コープ安東　　　　　　

広島市 安佐南区 生協ひろしま　　　　　　　　コープ西風新都　　　　

三原市 明神 フレスタ　　　　　　　　　　明神店　　　　　　　　

三原市 西町 パルディ　　　　　　　　　　西町店

三原市 本郷南 三原スーパー　　　　　　　　本郷店

福山市 多治米町 フレスタ　　　　　　　　　　多治米店

福山市 地吹町 フレスタ　　　　　　　　　　草戸店

福山市 駅家町 生協ひろしま　　　　　　　　コープハモンズ　食彩館

福山市 南蔵王町 フレスタ　　　　　　　　　　蔵王店　　　　　　　　

東広島市 西条 フレスタ　　　　　　　　　　西条店　　　　　　　　

東広島市 西条町 生協ひろしま　　　　　　　　コープ東広島店　　　　

廿日市市 住吉 フレスタ　　　　　　　　　　廿日市住吉店　　　　　

廿日市市 住吉 クスリ岩崎チェーン　　　　　広島廿日市店

尾道市 因島 パルディ　　　　　　　　　　因島店

尾道市 瀬戸田 瀬戸田　　　　　　　　　　　サンプラザ店　

豊田郡 大崎上島町 パルディ　　　　　　　　　　大崎上島店　　　　　　

愛知県

北海道深み玉葱ドレッシング　販売店舗一覧（10月1日現在）

広島県



所在地 店舗名

安芸郡 府中町桃 クスリ岩崎チェーン　　　　　広島府中南店

安芸郡 坂町 フジＳＭ　安芸店

庄原市 東城町 フレスタ　東城店

岡山県 岡山市 中区 フレスタ　　　　　　　　　　操南店

京都市 山科区 阪急オアシス　　　　　　　　山科店

京都市 中京区 阪急オアシス　　　　　　　　西院店

奈良県 宇陀市 榛原下井足 類農園

大阪市 生野区 エンド商事（株）

大阪市 住吉区 阪急オアシス　　　　　　　　あびこ店　　　　　　　

大阪市 住吉区 阪急ファミリーストア　　　　住吉店

大阪市 東住吉区 阪急オアシス　　　　　　　　くまた店

大阪市 都島区 阪急ファミリーストア　　　　京橋店

大阪府 大阪市 德田商店

大阪市 東淀川区 阪急オアシス　　　　　　　　淡路店

大阪市 淀川区 阪急オアシス　　　　　　　　野中北店

大阪市 淀川区 阪急オアシス　　　　　　　　神崎川店　　　　　　　

大阪市 阿倍野区 阪急オアシス　　　　　　　　西田辺店　　　　　　　

大阪市 阿倍野区 阪急オアシス　　　　　　　　晴明通店　　　　　　　

大阪市 北区 阪急オアシス　　　　　　　　天六店　　　　　　　　

大阪市 北区 阪急オアシス　　　　　　　　同心店

大阪市 中央区 阪急オアシス　　　　　　　　上本町店

大阪市 城東区 阪急オアシス　　　　　　　　東中浜店

大阪市 福島区 阪急オアシス　　　　　　　　福島玉川店

大阪市 平野区 阪急オアシス　　　　　　　　平野西店

大阪市 城東区 阪急オアシス　　　　　　　　野江店

大阪市 住之江区 阪急オアシス　　　　　　　　東加賀屋店

吹田市 千里山 阪急オアシス　　　　　　　　千里山店　　　　　　　

吹田市 古江台 阪急オアシス　　　　　　　　北千里店

吹田市 津雲台 阪急オアシス　　　　　　　　南千里店

吹田市 桃山台 阪急オアシス　　　　　　　　桃山台店

摂津市 千里丘東 阪急オアシス　　　　　　　　千里丘店　　　　　　　

豊中市 蛍池 阪急オアシス　　　　　　　　蛍ヶ池店　　　　　　　　

豊中市 玉井町 阪急オアシス　　　　　　　　豊中駅前店　　　　　　

豊中市 岡上の町 阪急オアシス　　　　　　　　豊中店

箕面市 瀬川 阪急オアシス　　　　　　　　箕面店

高槻市 川西町 阪急オアシス　　　　　　　　高槻川西店

枚方市 出口 阪急オアシス　　　　　　　　枚方出口店

茨木市 東奈良 阪急オアシス　　　　　　　　茨木東奈良店　　　　　

茨木市 西中条 阪急オアシス　　　　　　　　茨木駅前店

伊丹市 大鹿 阪急オアシス　　　　　　　　伊丹大鹿店　　　　　　

三田市 すずかけ台 阪急オアシス　　　　　　　　えるむプラザ店　　　　

三田市 駅前町 阪急オアシス　　　　　　　　三田駅前店

川西市 清和台東 阪急オアシス　　　　　　　　清和台店　　　　　　　

川西市 見野 阪急オアシス　　　　　　　　山下店

神戸市 中央区 阪急オアシス　　　　　　　　神戸旭通店

神戸市 東灘区 阪急オアシス　　　　　　　　御影店

神戸市 東灘区 阪急オアシス　　　　　　　　石屋川店

神戸市 東灘区 阪急オアシス　　　　　　　　本山南店

神戸市 灘区 阪急オアシス　　　　　　　　六甲店

川辺郡 猪名川町 阪急オアシス　　　　　　　　日生中央店　　　　　　

尼崎市 潮江 阪急オアシス　　　　　　　　尼崎潮江店　　　　　　

尼崎市 武庫之荘 阪急オアシス　　　　　　　　武庫之荘店　　　　　　

尼崎市 立花町 阪急オアシス　　　　　　　　立花店

西宮市 名塩新町 阪急オアシス　　　　　　　　名塩店

宝塚市 仁川北 阪急オアシス　　　　　　　　仁川店

宝塚市 山手台 阪急オアシス　　　　　　　　宝塚山手台店

宝塚市 中筋 阪急オアシス　　　　　　　　宝塚中筋店　　　　　　

宝塚市 鶴の荘 阪急オアシス　　　　　　　　宝塚店　　　　　　　　

宝塚市 南口 阪急オアシス　　　　　　　　宝塚南口店　　　　　　

宇部市 西琴芝 アルク　　　　　　　　　　　琴芝店

宇部市 南浜町 アルク　　　　　　　　　　　南浜店

山口市 大字黒川 クスリ岩崎チェーン　　　　　メルクス山口店　　　　

山口市 桜畠 クスリ岩崎チェーン　　　　　山口北店

山口市 下市町 クスリ岩崎チェーン　　　　　湯田温泉駅前店

山口市 葵 アルク　　　　　　　　　　　葵店

山口市 小郡下郷 アルク　　　　　　　　　　　小郡店

広島県

京都府

大阪府

兵庫県

山口県

北海道深み玉葱ドレッシング　販売店舗一覧（10月1日現在）



所在地 店舗名

山口市 平井 アルク　　　　　　　　　　　平川店

下関市 梶栗町 クスリ岩崎チェーン　　　　　下関安岡店

下関市 富任町 アルク　　　　　　　　　　　安岡店

下松市 生野屋 クスリ岩崎チェーン　　　　　下松花岡店

下松市 桜町 アルク　　　　　　　　　　　下松店

岩国市 南岩国町 クスリ岩崎チェーン　　　　　岩国平田店　　　　　　

岩国市 玖珂町 クスリ岩崎チェーン　　　　　玖珂店　　　　　　　　

岩国市 室の木町 フレスタ　　　　　　　　　　室の木店

光市 大字小周防 クスリ岩崎チェーン　　　　　光小周防店　　　　　

周南市 大神 クスリ岩崎チェーン　　　　　永源山公園店

長門市 東深川 Ａコープ　　　　　　　　　　長門店

萩市 大字土原 クスリ岩崎チェーン　　　　　萩土原店

山形市 桧町 ヤマザワ　　　　　　　　　　北町店

山形市 清住町 ヤマザワ　　　　　　　　　　清住町店

上山市 矢来 ヤマザワ　　　　　　　　　　上山店

岐阜県 海津市 南濃町 一号舘　　　　　　　　　　　南濃店

松山市 束本 サニーマート　　　　　　　　束本店ＤＣ

松山市 森松町 サニーマート　　　　　　　　森松店（ＤＣ）

松山市 北久米町 サニーマート　　　　　　　　松山久米店ＤＣ

松山市 衣山 サニーマート　　　　　　　　衣山店ＤＣ

松山市 宮西 フジグラン　　　　　　　　　松山店

四万十市 右山五月町 サニーマート　　　　　　　　毎日屋さつき店ＤＣ

高知市 鴨部 毎日屋　　　　　　　　　　　あさくらセンター店ＤＣ

高知市 葛島 サニーマート　　　　　　　　高須店ＤＣ

高知市 旭駅前町 毎日屋　　　　　　　　　　　あさくらセンター旭店ＤＣ

高知市 愛宕町 毎日屋　　　　　　　　　　　あたご店ＤＣ

高知市 神田 サニーマート　　　　　　　　神田店ＤＣ

高知市 朝倉己 毎日屋　　　　　　　　　　　土佐道路店

高知市 棧橋通 毎日屋　　　　　　　　　　　さんばし店ＤＣ

高知市 帯屋町 毎日屋　　　　　　　　　　　大橋通店ＤＣ

南国市 大そね乙 サニーアクシス　　　　　　　南国店ＤＣ

高知市 瀬戸西町 サニーマート　　　　　　　　瀬戸店ＤＣ

土佐清水市 旭町 サニーマート　　　　　　　　土佐清水店ＤＣ

四万十市 古津賀 サニーマート　　　　　　　　四万十店ＤＣ

吾川郡 いの町 サニーアクシス　　　　　　　いの店ＤＣ

高知市 北御座 サニーマート　　　　　　　　御座店ＤＣ

高知市 河ノ瀬町 サニーマート　　　　　　　　土佐道路東店ＤＣ

高知市 六泉寺町 サニーマート　　　　　　　　六泉寺店ＤＣ

高知市 薊野西町 サニーマート　　　　　　　　あぞの店ＤＣ

高知市 中万々 サニーマート　　　　　　　　中万々店ＤＣ

土佐市 高岡町甲 サニーマート　　　　　　　　高岡店ＤＣ

高岡郡 四万十町 サニーマート　　　　　　　　ＦＣみやたエイト窪川店ＤＣ

高知市 上町 サニーマート　　　　　　　　ＦＣビコット升形店

宿毛市 長田町 サニーマート　　　　　　　　宿毛店ＤＣ

徳島県 名西郡 石井町 フジグラン　　　　　　　　　石井店

佐賀県 三養基郡 みやき町 西鉄ストア　　　　　　　　　北茂安店

鹿児島県 鹿屋市 串良町 中久保商店

長崎県 大村市 原口町 かとりストアー　　　　　　　原口店

北九州市 戸畑区 スピナ　　　　　　　　　　　鞘ヶ谷店

北九州市 戸畑区 スピナ　　　　　　　　　　　戸畑店

北九州市 小倉北区 スピナ　　　　　　　　　　　中井店

北九州市 小倉北区 西鉄ストア　　　　　　　　　到津店

北九州市 小倉北区 西鉄ストア　　　　　　　　　砂津店

北九州市 小倉北区 スピナ　　　　　　　　　　　大手町店

北九州市 八幡東区 スピナ　　　　　　　　　　　さくら通り店

北九州市 八幡東区 スピナ　　　　　　　　　　　枝光店

北九州市 八幡東区 スピナ　　　　　　　　　　　帆柱店

北九州市 八幡東区 スピナ　　　　　　　　　　　高見店

北九州市 八幡西区 スピナ　　　　　　　　　　　穴生店

北九州市 八幡西区 スピナ　　　　　　　　　　　千代店

北九州市 八幡西区 スピナ　　　　　　　　　　　紅梅店

北九州市 八幡西区 スピナ　　　　　　　　　　　鷹見台店

北九州市 八幡西区 スピナ　　　　　　　　　　　穴生中央店

福岡市 東区 西鉄ストア　　　　　　　　　筥松店

福岡市 東区 西鉄ストアレガネット　　　　千早店

福岡市 中央区 西鉄ストアレガネット　　　　地行店

山口県
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山形県

愛媛県

高知県

福岡県



所在地 店舗名

福岡市 南区 西鉄ストア　　　　　　　　　大橋店

福岡市 南区 西鉄ストア　　　　　　　　　高宮店

福岡市 南区 西鉄ストア　　　　　　　　　中尾店

福岡市 南区 西鉄ストア　　　　　　　　　長住店

福岡市 南区 西鉄ストアレガネット　　　　南長住

福岡市 西区 西鉄ストア　　　　　　　　　姪の浜店

福岡市 西区 西鉄ストア　　　　　　　　　周船寺店

久留米市 東町 西鉄ストア　　　　　　　　　久留米タミー店

久留米市 三潴町 西鉄ストア　　　　　　　　　三潴店

久留米市 花畑 西鉄ストア　　　　　　　　　花畑店

柳川市 三橋町 西鉄ストア　　　　　　　　　柳川店

中間市 東中間 西鉄ストア　　　　　　　　　中間店

小郡市 祇園 西鉄ストア　　　　　　　　　小郡店

小郡市 美鈴の杜 レガネット　　　　　　　　　美鈴の杜店

筑紫野市 針摺中央 西鉄ストア　　　　　　　　　朝倉街道店

大野城市 若草 西鉄ストア　　　　　　　　　牛頸店

太宰府市 五条 西鉄ストア　　　　　　　　　太宰府店

福岡市 城南区 西鉄ストア　　　　　　　　　七隈店

福岡市 城南区 西鉄ストア　　　　　　　　　別府店

福岡市 早良区 西鉄ストア　　　　　　　　　四箇田店

福岡市 早良区 西鉄ストアレガネット　　　　城西店

福岡市 早良区 レガネット　　　　　　　　　飯倉店

福岡市 早良区 西鉄ストア　　　　　　　　　有田店

福津市 宮司 西鉄ストア　　　　　　　　　津屋崎店

糟屋郡 宇美町 西鉄ストア　　　　　　　　　宇美店
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