
住所 電話番号

1 マルイミート 株式会社 港区港南2-7-19 03-3471-6442

2 株式会社 オーエムアイ 港区港南2-7-19 03-5460-0301

3 株式会社 丸全 港区港南2-7-19 03-3471-5541

4 株式会社 マルフジ 港区港南2-7-19 03-3471-2401

5 株式会社 吉澤畜産 港区港南2-7-19 03-3471-7098

中央区 6 茨城マルシェ 中央区銀座1丁目2番1号紺屋ビル1階 03-5524-0818

文京区 7 株式会社 コシヅカ 文京区千駄木3-43-11 03-3823-0200

8 イオンリテール株式会社 江東区南砂6-7-15 03-5677-3500

9 株式会社 ニイチク 江東区東雲2丁目11番22号 03-3529-4120

10 イオン東雲店 江東区東雲1丁目9番10号 03-6221-3400

11 精肉 成田 品川区北品川1-9-7トップルーム品川1202 03-6322-0468

12 イオン品川シーサイド店 品川区東品川4-12-5 03-5715-8300

13 株式会社 ウスネフード 品川区東品川1丁目12番9号 03-3450-2941

大田区 14 イオンスタイル御嶽山駅前店 大田区北嶺町37-13 03-3727-4000

墨田区 15 有限会社 藤井商店 墨田区東向島3丁目30-2 03-3614-6711

渋谷区 16 焼肉 牛楽苑 渋谷区幡ヶ谷2-56-1 03-3377-2178

17 イオンリテール板橋店 板橋区徳丸2丁目6-1 03-5398-3131

18 イオンスタイル板橋前野町 板橋区前野町4-21-22 03-5916-8080

練馬区 19 株式会社 日南 ＩＭＡ店 練馬区旭町1-42-2 03-3977-2983

20 下山畜産 株式会社 足立区入谷7-1-15 03-3897-6101

21 株式会社 中條 足立区谷中4-4-10 03-6880-1129

22 株式会社 桑原 足立区入谷9-21-6 03-5691-7701

23 株式会社 小島商店 葛飾区青戸8-26-25 03-5629-1631

24 株式会社 藤森畜産 葛飾区西水元5-17-13 03-3609-2854

25 ななぼし通販 葛飾区新小岩1-50-12　芹川ビル　3Ｆ 03-3674-6166

江戸川区 26 イオン葛西店 江戸川区西葛西3-9-19 03-3675-5111

荒川区 27 株式会社 ミートキムラ 荒川区西尾久5丁目14番１号 03-3800-7610

昭島市 28 株式会社 エコスつくば大穂店 昭島市中神町1160-1 042-546-3711

武蔵野市 29 株式会社 いせや総本店 武蔵野市御殿山1-10-3 0422-44-0718

武蔵村山市 30 イオンリむさし村山店 武蔵村山市榎1丁目1-3 042-516-0300

日野市 31 イオンスタイル多摩平の森 日野市多摩平2丁目4番1号 042-514-1050

東久留米市 32 イオン東久留米店 東久留米市南沢5-17-62 042-460-7300

瑞穂町 33 株式会社 マツシタ食品 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原16-10 042-557-8661

日の出町 34 イオン日の出店 西多摩郡大字平井237番地3 042-588-8777

35 イオン金沢シーサイド店 横浜市金沢区並木2-13-1 045-784-0005

36 イオン東神奈川店 横浜市神奈川区富家町1 045-434-2121

37 イオン本牧店 横浜市中区本牧原7-1 045-624-2121

38 イオン横浜新吉田店 横浜市港北区新吉田東8-49-1 045-548-2069

39 イオン天王町店 横浜市保土ヶ谷区川辺町3 045-335-6711

40 株式会社 ＳＰＥＣＫ 横浜市都筑区大丸24-12 045-943-4109

川崎市 41 イオン新百合丘店 川崎市麻生区上麻生1-19 044-951-5501

横須賀市 42 イオン久里浜店 横須賀市久里浜5丁目13-1 046-838-5200

43 イオン相模原店 相模原市南区古淵2-10-1 042-769-7600

44 イオン橋本店 相模原市緑区橋本6-2-1 042-770-1200

45 イオンつきみ野店 大和市つきみ野1-6-1 046-277-3031

46 イオン大和鶴間店 大和市下鶴間1-2-1 046-200-3300

47 イオン大和店
大和市都市計画事業渋谷（南部地区）
土地区画整理事業地区内74街区1外 046-269-1111

秦野市 48 イオン秦野店 入船町12-1 0463-85-2000

海老名市 49 イオン海老名店 海老名市中央2-4-1 046-231-2121

50 イオン茅ヶ崎店 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71 0467-88-3131

51 イオン茅ヶ崎中央店 茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16 0467-82-6111

小田原市 52 株式会社　川口又治商店 小田原市中町1-9-41 0465-24-1140

常陸牛販売指定店　買える店
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53 イオン大宮店 さいたま市北区櫛引町2-574-1 048-665-3101

54 イオン与野店 さいたま市中央区本町西5-2-9 048-856-7100

55 イオン浦和美園店 さいたま市緑区大門3710 048-812-6464

56 イオンテール株式会社 川口市前川1-1-11 048-263-5411

57 株式会社 直フードシステム 川口市南鳩ケ谷4-1-22 048-284-7720

58 有限会社 加賀屋精肉店 川口市元郷5-10-14 048-222-3675

春日部市 59 イオンリ春日部店 春日部市下柳420-1 048-718-3900

戸田市 60 イオン北戸田店 戸田市美女木東1-3-1 048-422-9700

61 イオンレイクタウン店 越谷市東町2丁目8番地 048-930-7000

62 イオンせんげん台店 越谷市千間台西3-2-12 048-978-8121

63 ラ・ブシュリー越谷レイクタウン 越谷市レイクタウン7-3-1 048-988-2129

64 スーパーマルサン越谷花田店 越谷市花田3丁目７番地1 048-976-8803

65 伊藤ハム 株式会社 越谷市増森1-20-1 0489-62-2550

66 ラ・ブシュリー越谷大袋店 越谷市大道555 048-976-0066

67 ラ・ブシュリー越谷ツインシティ店 越谷市弥生町17-1 048-965-2329

68 ラ・ブシュリーふじみ野店 ふじみ野市西鶴ヶ岡2-3-1 049-267-5529

69 イオン大井店 ふじみ野市ふじみ野1-2-1 049-261-3101

新座市 70 イオンリ新座店 新座市東北2-32-12 048-472-2611

71 イオン入間店 入間市上藤沢462-1 04-2901-4500

72 株式会社 フレスコ 入間市宮寺4102-107 04-2968-5129

73 株式会社 たいせい産業 入間市宮寺2497-5 04-2934-5031

吉川市 74 株式会社 マルサン吉川店 吉川市中野57-1 048-961-8603

北本市 75 ラ・ブシュリー北本深井店 北本市深井6-87 048-541-7100

羽生市 76 イオン羽生店 羽生市川崎2丁目281番地3 048-560-0008

東松山市 77 ラ・ブシュリー東松山店
東松山市あずま町4丁目8番3
ﾌｰﾄﾞｽｸｴｱﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ東松山店内

049-335-1229

南埼玉郡宮代町 78 ラ・ブシュリー宮代店 南埼玉群宮代町字道仏595 0480-33-2992
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79 有限会社 肉の牛善 野田市西三ヶ尾186-1 04-7138-2989

80 有限会社 飯田畜産 野田市柳沢4-1 0471-22-4185

81 有限会社 そめい 野田市大殿井150-208 04-7124-2298

82 エスフーズ株式会社千葉営業所 船橋ミートセンター船橋市潮見町37-3 047-495-5029

83 イオン船橋店 船橋市山手1-1-8 047-420-7200

84 イオン高根木戸店 船橋市習志野台1-1-3 047-464-7711

85 イオン幕張店 千葉市美浜区ひび野1-3 043-350-5511

86 イオン幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-1 043-351-8100

87 イオンマリンピア店 千葉市美浜区高洲3-13-1 043-277-6111

88 イオン鎌取店 千葉市緑区おゆみ野3-16-1 043-226-9211

89 イオン稲毛店 千葉市稲毛区小仲台1-4-20 043-251-3211

成田市 90 イオン成田店 成田市ウィング土屋24地 0476-23-8300

91 アンデス食品 株式会社 馬橋市場店 松戸市八ヶ崎2-8-7 047-309-2939

92 サガミヤホールセール 株式会社 松戸市松戸新田30 047-363-1781

93 イオン北小金店 松戸市小金1番地 047-348-3100

94 株式会社 石井大一商店 市川市塩浜3丁目27番地4号 047-399-1129

95 イオン市川妙典店 市川市妙典5丁目3番1号 047-397-9831

山武郡芝山町 96 大衆肉料理 大幸今久姉妹店 山武郡芝山町大台3112-4 0479-77-1129

97 イオンユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘4-1-1 043-463-0031

98 イオンスタイルユーカリが丘店 佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 043-489-1600

香取市 99 株式会社 茨城さえき ＴＨＥ MARUHEI小見川店 香取市南原地新田371 0478-83-9515

館山市 100 イオン館山店 館山市八幡545-1 0470-23-8131

101 ミート大山 我孫子北口店 我孫子市我孫子1-9-9 04-7185-5401

102 株式会社 マスダ湖北店 我孫子市中里335-1 04-7188-1351

印西市 103 株式会社 タイヨービッグハウス印西店 印西市大塚3-5 0476-36-7771

旭市 104 大衆肉料理 今久 旭市川口3435-7 0479-63-6768

八千代市 105 イオン八千代緑が丘店 八千代市緑ヶ丘２丁目１番3 047-458-5211

松戸市 106 株式会社 ミートップ 肉匠 源蔵 松戸市日暮5-185 047-386-1429

107 イオンノア店 野田市中根36-1 047-122-8100

108 肉のせきしん 野田市清水655-2 04-7122-4129

109 株式会社 マルサン川間店 野田市岩名2-6-1 04-7197-4146

習志野市 110 イオン津田沼店 習志野市津田沼1-23-1 047-455-6000

木更津市 111 イオンスタイル木更津 木更津市築地1-4 0438-38-8600

鎌ヶ谷市 112 イオン鎌ヶ谷店 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-7-1 047-441-7711

柏市 113 イオン柏店 柏市豊町2-5-25 047-142-5000

浦安市 114 株式会社 マルヨシ商事 浦安市千鳥12-12 047-353-4129

印西市 115 イオン千葉ニュータウン店 印西市中央北3-1-1 0476-48-1111

笛吹市 116 岩野精肉店 笛吹市石和町松本490-1 055-262-2732

中巨摩郡昭和町 117 イオン甲府昭和店 中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区 055-268-7800
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