
平成２７年度　OPRT天然・刺身マグロキャンペーン参加店

屋号 郵便番号 住所

有限会社藤富数藤商店 006-0022 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目8-20　キテネ食品舘内　

株式会社札幌多田水産 003-0021 札幌市白石区栄通9丁目4-7 さかな家

株式会社共栄水産 060-0012 札幌市中央区北12条西23丁目 札幌卸売センター

魚のたかはし 061-0431 恵庭市有明町2丁目　ユーアイプラザ

株式会社鮮魚かなざわ 063-0801 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1　第１石田ビル4F

合資会社大平商店 001-0024 札幌市東区北14条東14丁目　路地裏のさかなや

㈲藤田ストアー 084-0916 釧路市大楽毛西2丁目25-35

㈲丸福福本商店 085-0015 釧路市北大通10丁目1

㈱北岡商店 084-0904 釧路市新富士町5丁目3番　合商卸売りセンター内

新免商店スーパー太郎 085-0065 釧路市美原4丁目1番

釧路丹頂農業協同組合購買部 085-1206 阿寒郡鶴居村鶴居東4丁目45番地

㈱雷佐藤商店 085-0814 釧路市緑ヶ岡4丁目6番

㈲兼大横田商店 084-0904 釧路市新富士町5丁目3番　合商卸売りセンター内

川島ショップ 085-0031 釧路市中島町9番12号

㈲兼田多田鮮魚店 085-0016 釧路市錦町4丁目4番

㈲山吉石山商店 085-0018 釧路市黒金町13-25　和商市場内

㈲丸や矢部商店 085-0018 釧路市黒金町13-25　和商市場内

㈲兼山山口商店 085-0018 釧路市黒金町13-25　和商市場内

㈲兼政さとむら 085-0018 釧路市黒金町13-25　和商市場内

丸吉福井商店 085-0018 釧路市黒金町13-25　和商市場内

㈲丸一佐藤商店 085-0018 釧路市黒金町13-25　和商市場内

大山商店 088-2143 釧路郡釧路町河畔7丁目24番

（合名）みどり屋梅田商店 085-0012 釧路市川上町10-1

㈲ひろせ　卸売スーパー鳥取店 084-0906 釧路市鳥取大通7丁目4番

㈲ひろせ　卸売スーパー睦店 088-0615 釧路郡釧路町睦3丁目1番

㈲ひろせ　卸売スーパー白樺店 085-0804 釧路市白樺台1丁目11番

遠藤商店 085-0215 釧路市阿寒町中央4丁目4番

㈱丸タ吉田商店 085-0215 釧路市阿寒町中央4丁目3番

（合名）相長センター卸売スーパー星が浦店 084-0912 釧路市星が浦大通2-7-1

（合名）相長センター卸売スーパー芦野店 085-0061 釧路市芦野1-1-7

ヤマボシ藤沢商店 088-1532 厚岸郡浜中町琵琶瀬1番地

㈲丸二小澤商店 088-2302 川上郡標茶町富士町11番地

丸ク栗田商店 088-2305 川上郡標茶町麻生4丁目34

㈱丸ヨ松村商店 088-1521 厚岸郡浜中町霧多布西1条97番

お魚屋さん あづま 088-0301 白糠郡白糠町東一条南1丁目

摩周湖農業協同組合　生活店舗課　鮮魚担当 088-3211 川上郡弟子屈町中央3丁目7-12



屋号 郵便番号 住所

株式会社武田魚店 984-0816 仙台市若林区河原町2-4-16

魚時 982-0825 仙台市太白区西の平1-11-15

ミヨシ鮮魚店 981-1505 角田市角田字田町92-2

才幸負店 999−4211 尾花沢正厳509

羽咋魚店 999−4333 尾花沢市銀山426

ささはら魚店 999−4200 尾花沢市新町1−4−1

魚万 999−4226 尾花沢市新町中央2−45

きない魚店 999−4221 尾花沢市中町3−18

つたや 999−4227 尾花沢市中町2−34

矢口魚店 999−4221 尾花沢市上町6−5−1

有路魚店 999−4111 北村山郡大石田町甲623

ふじや 999−4111 北村山郡大石田町甲41

やまたま魚店 999−4121 北村山郡大石田町横山158

すなや 995−0011 村山市楯岡北町2−6−20

美登利屋 995−0016 村山市楯岡晦日町5−25

麻屋 995〜0017 村山市楯岡十日町4−27

名和魚屋 995−0034 村山市楯岡五日町11−21

平長魚店 995−0017 村山市楯岡十日町1−9

やまにし伊藤魚店 995−0051 村山市西山1197

はらだ 995−0203 村山市大槙513

横尾魚店 999−3727 東根市野川1308

大田魚店 999−3722 東根市泉郷569−2

渋谷魚店 999−3722 東根市泉郷485−2

鮮魚いちき 999−3701 東根市東根甲641

武田鮮魚店 999−3700 東根市東根8029

山七魚店 999−3715 東根市大林新田2−4−30

青野魚店 999−3771 東根市長瀞4794−18

水田魚店 999−3775 東根市野田74-1

大沼魚店 999−4442 尾花沢六沢89

有限会社長沢商店 960-8105 福島市仲間町2-14

鮮魚いのうえ 960-0102 福島市鎌田字町13-6

えびすや 960-8055 福島市野田町3丁目9-47

松葉屋 960-0462 伊達市本町8-4

にしんや 960-0741 伊達市梁川町大町2-53

㈱金子商店 320-0802 宇都宮市江野町3-5

魚徳 3200811 宇都宮市大通り2-4-8



屋号 郵便番号 住所

㈲菊池魚店 3210912 宇都宮市陽東7-8-7

杉又魚店 3200861 宇都宮市西2-6-20

阿ずまや 3200867 宇都宮市大寛1-1-1

大森商店 3210157 宇都宮市幕田689-1

魚次 3200011 宇都宮市富士見が丘4-4-21

㈲あさ乃や 320-0058 宇都宮市上戸祭4-3-24

青木魚店 3290607 河内郡上三川町大字西汗933

㈲魚増商店 320-0041 宇都宮市松原2-8-2

大進 3220032 鹿沼市府所本町212-3

池田屋 322-0067 鹿沼市天神町1711

徳原商店 322-0057 鹿沼市寺町1344

長谷川商店 329-1206 塩谷郡高根沢町平田49-3

山口魚店 3291412 さくら市大字喜連川3631

守屋 329-0517 下野市上大領330-4

有限会社神田屋 154-0014 世田谷区新町2-1-11

魚長 114-0023 北区滝野川2-11-11

冨じ家 110-0001 台東区谷中3-11-10

魚松 135-0042 江東区木場5-2-8

魚義商店 133-0051 江戸川区北小岩2-9-2

魚源 134-0081 江戸川区北葛西1-14-28

魚又 176-0023 練馬区中村北3-7-5

魚辰 158-0082 世田谷区等々力5-19-9

魚安 113-0033 文京区本郷6-21-9

株式会社大倉 171-0032 豊島区雑司が谷3-12-2

曙水産株式会社 142-0051 品川区平塚1-6-18

魚長 145-0064 大田区上池台2-7-8

魚直 167-0032 杉並区天沼1-40-4

魚又 167-0042 杉並区西荻北5-22-9

魚竹 103-0014 中央区日本橋蛎殻町2-7-12

株式会社興富水産 152-0011 目黒区原町1-5-7

魚八 140-0015 品川区西大井4-18-20

魚芳 160-0023 新宿区西新宿7-7-21

池田屋 154-0004 世田谷区太子堂2-25-6

魚藤 156-0051 世田谷区宮坂3-23-2

魚政 166-0004 杉並区阿佐谷南2-1-12

魚芳 166-0014 杉並区松ノ木3-14-4

魚五 164-0014 中野区南台2-31-2

こみや 164-0001 中野区中野5-11-11



屋号 郵便番号 住所

魚忠 145-0064 大田区上池台2-32-2

喜久屋水産 166-0003 杉並区高円寺南1-31-15

魚悦 166-0015 杉並区成田東1-40-22

伊予屋 165-0026 中野区新井2-36-9

魚勝 166-0004 杉並区阿佐谷南1-36-4

魚元 113-0001 文京区白山1-12-12

魚敏 111-0032 台東区浅草5-13-6

新潟屋 168-0065 杉並区浜田山1-23-6

魚菊 168-0065 杉並区浜田山3-31-4

吉岡屋 170-0032 板橋区大谷口上町63-1

魚次 173-0004 板橋区板橋2-33-3

渡辺商店 173-0022 板橋区大山町5-8

魚久 173-0013 板橋区氷川町41-6

竹山 174-0072 板橋区南常盤台1-15-12

魚政 175-0081 板橋区氷川町40-12

かんの商事株式会社 170-0072 板橋区南常盤台1-5-12

魚米 111-0054 台東区鳥越1-6-5

魚卯 171-0014 豊島区池袋2-39-6

魚三 171-0044 豊島区千早3-16-7

魚勝 171-0051 豊島区長崎4-14-8

魚文 171-0051 豊島区長崎4-12-10

鈴木鮮魚店 123-0852 足立区関原2-17-5

うおたけ 123-0841 足立区西新井6-4-5-105

魚とし 123-0852 足立区関原2-34-12

魚文 123-0844 足立区興野2-3-12

魚信 116-0003 荒川区南千住1-16-2

小川や 116-0003 荒川区南千住1-28-7

魚周 116-0003 荒川区南千住1-31-5

仲八 116-0003 荒川区南千住5-36-13

魚せい 116-0003 荒川区南千住5-43-12

魚寅本店 125-0052 葛飾区柴又1-14-1

戸田屋 125-0053 葛飾区鎌倉4-35-16

常陸屋 125-0062 葛飾区青戸6-1-9

魚春 230-0047 横浜市鶴見区下野谷町4-127

アラカルト 230-0061 横浜市鶴見区佃野町26-16

原梅 231-0838 横浜市中区豆口台123

保土梅 241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰2-21-18



屋号 郵便番号 住所

魚菊 231-0000 横浜市中区三の谷16-6

魚久 221-0052 横浜市神奈川区栄町20-2

森喜鮮魚店 221-0861 横浜市神奈川区片倉町3-21

さかな屋オーシャン 240-0002 横浜市保土ヶ谷区宮田町2-160-1

魚幸商店 240-0002 横浜市保土ヶ谷区宮田町5-4

魚喜水産 227-0061 横浜市青葉区桜台26-18

魚秀 240-0035 横浜市保土ヶ谷区今井町59

うおへい 249-0007 逗子市新宿2-9-34

マルイワ 228-0005 座間市さがみ野2-8-19

氷川屋 229-0031 相模原市中央区相模原1-10-171

魚正 247-0024 横浜市栄区野七里1-13-26

山下商店 239-0831 横須賀市久里浜4-15-15

小田幸 238-0012 横須賀市安浦町2-23

㈲井本商店 240-0104 横須賀市芦名2-28-8

魚房 239-0807 横須賀市根岸町5-21-37

魚澄 240-0100 三浦郡葉山町上山口852

魚政 248-0013 鎌倉市材木座3-16-15

伊豆屋 235-0015 横浜市磯子区久木町20-5

魚忠 245-0063 横浜市戸塚区原宿4-3-1

入船 232-0044 横浜市南区榎町2-72

中七 232-0000 横浜市南区吉田町5-45

大阪屋 232-0024 横浜市南区浦舟町1-3

作清 232-0054 横浜市南区大橋町3-65

魚佐次 249-0006 逗子市逗子2-6-31

有限会社魚中 427-0042 島田市中央町24-17

大石商店 422-8034 静岡市駿河区高松2277

株式会社魚長支店 420-0011 静岡市葵区安西5丁目78

魚仲 420-0008 静岡市葵区水道町1-5

有限会社ワラシナ 420-0845 静岡市葵区太田町21番地 太田町市場内

魚吉 424-0204 静岡市清水区興津中町431-1

魚新 424-0886 静岡市清水区草薙1丁目3-10

株式会社魚馬 424-0943 静岡市清水区港町2-7-22

西村ストアー 929-1717 石川県鹿島郡中能登町良川15-26

中島ストア 926-0015 七尾市矢田新町ホ-49

青木鮮魚店 926-0044 七尾市相生町20

有限会社清瀧商店 380-0861 長野市横沢町776



屋号 郵便番号 住所

eストアー居町店 380-0901 長野市居町45

三井昭商店 380-0957 長野市安茂里大門1272

信濃屋ストアー 381-0081 長野市三才402

田中商店 388-8015 長野市篠ノ井石川2248-1

有限会社丸山水産 381-2205 長野市青木島町大塚1021-1

丸ヱ商店 381-3302 上水内郡小川村高府8479-2

北村魚店 381-1231 長野市松代町松代1236-2

魚政商店 381-1231 長野市松代町松代1046

碓井商店 381-4101 長野市戸隠中社3417

牟礼　松田屋魚店 389-1211 上水内郡飯綱町牟礼2774

長野水産物協同組合 381-2202 長野県長野市市場6番地4

（資）魚ぎ 500-8835 岐阜市玉宮町1-13

大力 500-8833 岐阜市神田町6-21

魚喜 500-8864 岐阜市真砂町8-9

魚万 500-8864 岐阜市真砂町5-14　真砂センター内

株式会社魚和 500-8438 岐阜市島原町43番地

魚政 501-3115 岐阜市上芥見493番地

（名）あみや 505-0042 美濃加茂市太田本町3-4-18

魚徳商店 505-0042 美濃加茂市太田本町2-4-8

有限会社坂安 600-8872 京都市下京区七条七本松西入南側

さが喜 602-0825 京都市上京区桝形通寺町東入表町26番地

有限会社大芳 602-8336 京都市上京区一条通七本松西入ル滝ケ鼻町429-24

黒田屋 603-8217 京都市北区紫野上門前町44

フードショップあおに 601-8101 京都市南区上鳥羽高畠町1番地

八百よし 615-0835 京都市右京区西京極堤ノ下町15番地

魚庵 600-8847 京都市下京区朱雀分木町市有地都水産内

鮮魚魚清 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-8-3

トーク水産 552-0004 大阪市港区夕凪1-2-3　食鮮館カーム

稲田商店 553-0003 大阪市福島区福島2-7-26

株式会社魚丸商店 542-0073 大阪市中央区日本橋1-17-7

川角商店 536-0004 大阪市城東区今福西2-8-26

古田食料品 554-0014 大阪市此花区四貫島1-6-7

魚文 530-0035 大阪市北区同心1-11-3

鮮魚ショップこうちゃん 654-0021 神戸市須磨区平田町2-3-20

有限会社鯛屋 652-0042 神戸市兵庫区下祇園町30-7 ダイヤマンション1F



屋号 郵便番号 住所

鮮魚やなぎ 653-0003 神戸市長田区五番町8丁目2-3

板前鮮魚店「より」 653-0041 神戸市長田区久保町5丁目1-1-103

スーパー山口 733-0832 広島市西区草津港1-8　広島魚商協同組合内

泉鮮魚店 761-0433 高松市十川西町686-10

有限会社大山商店 761-8078 高松市仏生山町甲840

有限会社佐久間 763-0081 丸亀市土器町西5丁目545

株式会社トースイ 794-0013 今治市片原町4-1302-40

㈱ふくます水産 810-0072 福岡市中央区長浜3丁目14-1　西卸売場棟２Ｆ

㈲すえかつ 815-0033 福岡市南区大橋2丁目14-11

橋本鮮魚店 811-2101 粕屋郡宇美町宇美4丁目9-23

吉広鮮魚店 812-0041 福岡市博多区吉塚1丁目18-3

田中鮮魚店 812-0017 福岡市博多区美野島2丁目20-17

石川鮮魚店 812-0041 福岡市博多区吉塚1丁目18-4

吉村鮮魚 813-0043 福岡市東区名島2丁目35-28

小柴鮮魚店 811-1103 福岡市早良区四箇6丁目26-1

寿司松 815-0082 福岡市南区大楠1丁目18-1

木下鮮魚店 811-2501 粕屋郡久山町大字久原896

柴田鮮魚店 810-0063 福岡市中央区唐人町１丁目4-11

森鮮魚店 818-0061 福岡県筑紫野市紫６丁目19-47

中島鮮魚店 837-0924 大牟田市歴木531-1

高橋鮮魚店 836-0806 大牟田市東新町2-4-3

タイガー鮮魚店 836-0042 大牟田市栄町2-10-2

冨安鮮魚店 836-0863 大牟田市一浦町7-4

古川鮮魚店 864-0011 熊本県荒尾市下井手376-1

渡辺水産 836-0883 大牟田市馬渡町1-16

宮﨑鮮魚店 836-0046 大牟田市本町6-3-2

前原鮮魚店 836-0006 大牟田市大黒町2-1-19

太田鮮魚店 836-0806 大牟田市東新町1-6

ビックオーク 861-0803 熊本県玉名郡南関町関町1479

徳永鮮魚店 861-0822 熊本県玉名郡南関町上坂下

魚萬 864-0033 熊本県荒尾市緑ヶ丘1-1 あらおユメタウン内

高崎鮮魚店 836-0812 大牟田市亀甲町67-7

坂井鮮魚店 836-0046 大牟田市本町5-7-2

松本鮮魚店 836-0032 大牟田市新地町2-20



屋号 郵便番号 住所

㈲渡辺水産 836-0873 大牟田市駛馬町33

㈲渡辺水産 864-0033 熊本県荒尾市緑ヶ丘1-1 あらおユメタウン内

㈱Aコープ九州 812-0061 福岡市東区松田2-7-1

㈱うすい　（道の駅うすい） 820-0502 福岡県嘉麻市上臼井328-1

かがわ.ぎょくちょう 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-8-26　メゾン南天神ビル2F

㈲冨士丸　小田部店 814-0032 福岡市早良区小田部4丁目5-51

㈲冨士丸　大名店 810-0041 福岡市中央区大名2-3-2　大名リバティビル1F

㈲冨士丸　今宿店 819-0167 福岡市西区今宿3丁目40-36

㈲冨士丸　姪浜店 819-0005 福岡市西区内浜1丁目7-3　ウエストコースト姪浜レジャービル1F

藤田鮮魚店 874-0919 別府市石垣東3丁目1-8　フレッシュワン

㈲マルイチ鮮魚 874-0000 別府市砂原190-1　マルショクやまなみ店

㈲スーパー青木 873-0511 国東市国東町小原1902-3


