
《東北地区》

▷北野エース	仙台三越店

住所 〒980-8543	宮城県仙台市青葉区一番町4-8-15	仙台三越定禅寺通り館B1F

TEL 022-796-3611

▷北野エース	エスパル仙台店

住所 〒980-0021	宮城県仙台市青葉区中央1-1-1	エスパル仙台B1F

TEL 022-226-7801

▷北野エース	仙台セルバ店

住所 〒981-3133	宮城県仙台市泉区泉中央1-4-1	セルバ1F食彩館

TEL 022-725-3155

▷北野エース	盛岡カワトク店

住所 〒020-8655	岩手県盛岡市菜園1-10-1	パルクアベニューカワトクB1F

TEL 019-613-8366

▷Groser's秋田店

住所 〒010-0061	秋田県秋田市卸町2-2-7	秋田まるごと市場内

TEL 018-893-5561

《関東地区》

▷北野エース	東武船橋店

住所 〒273-0005	千葉県船橋市本町7-1-1	東武百貨店船橋店地下1階

TEL 047-460-6871

▷KITANO	ACE	LAZONA川崎店

住所 〒212-0013	神奈川県川崎市幸区堀川町72-1	LAZONA川崎プラザ1階

TEL 044-874-8164

▷food	stage	KITANO	foreエキュート大宮店

住所 〒330-0853	埼玉県さいたま市大宮区錦町630	JR東日本大宮駅構内

TEL 048-640-1940

▷北野エース	東武池袋店

住所 〒171-8512	東京都豊島区西池袋1-1-25	東武百貨店池袋店プラザ館B2F

TEL 03-5985-2301

▷北野エース	調布パルコ店

住所 〒182-0026	東京都調布市小島町1-38-1	調布パルコ1F

TEL 042-490-2330

店舗情報【東日本エリア】



▷北野エース	東京スカイツリータウン・ソラマチ店

住所 〒131-0045	東京都墨田区押上1-1-2	東京スカイツリー・ソラマチ2階	区画番号W0221

TEL 03-5608-1757

▷KITANO	ACEららぽーと海老名店

住所 〒243-0436	神奈川県海老名市扇町13-1	ららぽーと海老名店1F

TEL 046-206-6171

▷北野エース	まるい食品館北千住店

住所 〒120-8501	東京都足立区千住3-92	北千住マルイまるい食遊館B1F

TEL 03-6806-1709

▷北野エース	まるい食遊館志木店

住所 〒353-0004	埼玉県志木市本町5-26-1	まるい食遊館マルイファミリー志木1F

TEL 048-458-3511

▷北野エース	まるい食遊館国分寺店

住所 〒185-8562	東京都国分寺市南町3-20-3	国分寺マルイB1F

TEL 042-349-6254

▷北野エース	フーズブティック伊勢丹松戸店

住所 〒271-0092	千葉県松戸市松戸1307-1	三越伊勢丹松戸店1F

TEL 047-382-5931

▷北野エース	フーズブティックあざみ野ガーデンズ店

住所 〒225-0023	神奈川県横浜市青葉区大場町704-11	あざみ野ガーデンズテラス棟

TEL 045-905-1511

▷北野エース	フーズブティック玉川高島屋店

住所 〒158-0094	東京都世田谷区玉川3-17-1	玉川高島屋ショッピングセンター南館地下1階

TEL 03-5717-6590

▷北野エース	フーズブティックマルイ上野店

住所 〒110-8502	東京都台東区上野6-15-1	上野マルイB1F

TEL 03-5826-4571

▷北野エース	東急たまプラーザ店

住所 〒225-0002	神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目7番地	東急たまプラーザB1F

TEL 045-530-5804

▷オオゼキ高田馬場店

住所 〒169-0075	東京都新宿区高田馬場3-12-10

TEL 03-5338-0201



▷オオゼキ浅草雷門店

住所 〒111-0034	東京都台東区雷門2-16-11	ザ・ゲートホテル雷門	by	HULIC	1階

TEL 03-5830-0731

▷オオゼキ菊川店

住所 〒130-0024	東京都墨田区菊川3-15-10

TEL 03-5638-0281

▷オオゼキ門仲牡丹店

住所 〒135-0046	東京都江東区牡丹2-11-11

TEL 03-5646-7881

▷オオゼキ戸越銀座店

住所 〒142-0051	東京都品川区平塚2-18-9

TEL 03-3788-5588

▷オオゼキ戸越公園店

住所 〒142-0041	東京都品川区戸越4-9-18

TEL 03-5751-8529

▷オオゼキ旗の台店

住所 〒142-0064	東京都品川区旗の台4-3-3

TEL 03-5749-2188

▷オオゼキ武蔵小山店

住所 〒142-0062	東京都品川区小山3-22-3

TEL 03-5749-5228

▷オオゼキ目黒不動前店

住所 〒141-0031	東京都品川区西五反田4-8-8

TEL 03-3494-6531

▷オオゼキ碑文谷店

住所 〒152-0003	東京都目黒区碑文谷4-16-14

TEL 03-5725-1661

▷オオゼキ祐天寺店

住所 〒153-0065	東京都目黒区中町2-50-16

TEL 03-5794-4381

▷オオゼキ池上店

住所 〒146-0082	東京都大田区池上3-41-14

TEL 03-5748-0088



▷オオゼキ大森駅前店

住所 〒143-0023	東京都大田区山王2-4-1	大森駅前ビルB1

TEL 03-5718-7688

▷オオゼキ大森北店

住所 〒143-0016	東京都大田区大森北5-7-18

TEL 03-5753-9771

▷オオゼキ御嶽山店

住所 〒145-0073	東京都大田区北嶺町11-8

TEL 03-5499-1600

▷オオゼキ雪が谷店

住所 〒145-0066	東京都大田区南雪谷2-12-1

TEL 03-5754-6088

▷オオゼキ池尻店

住所 〒154-0001	東京都世田谷池尻3-27-24

TEL 03-5431-6588

▷オオゼキ尾山台店

住所 〒158-0082	東京都世田谷区等々力5-5-15

TEL 03-5758-1291

▷オオゼキ上野毛店

住所 〒154-0017	東京都世田谷上野毛1-17-9

TEL 03-5752-2101

▷オオゼキ上町店

住所 〒154-0017	東京都世田谷区世田谷2-2-6

TEL 03-5477-0600

▷オオゼキ経堂店

住所 〒156-0052	東京都世田谷区経堂5-33-1

TEL 03-3426-1661

▷オオゼキ下北沢店

住所 〒155-0031	東京都世田谷区北沢2-9-5

TEL 03-6407-2551

▷オオゼキ祖師谷大蔵店

住所 〒157-0072	東京都世田谷区祖師谷3-34-11

TEL 03-5490-9101



▷オオゼキ千鳥烏山店

住所 〒157-0067	東京都世田谷区南烏山4-12-7	クレアビルb1

TEL 03-5314-3621

▷オオゼキ千歳船橋店

住所 〒156-0054	東京都世田谷区桜丘2-28-17

TEL 03-5451-0061

▷オオゼキ野沢店

住所 〒154-0003	東京都世田谷野沢4-24-1	ヴィルヌーブタワー駒沢1F

TEL 03-5486-7551

▷オオゼキ八幡山店

住所 〒156-0057	東京都世田谷区上北沢4-35-4

TEL 03-5316-3188

▷オオゼキ高井戸店

住所 〒168-0071	東京都杉並区高井戸西2-3-45

TEL 03-5336-9221

▷オオゼキ東高円寺店

住所 〒166-0003	東京都杉並区高円寺南1-6-19

TEL 03-3318-1133

▷オオゼキときわ台店

住所 〒174-0071	東京都板橋区常盤台2-8-5

TEL 03-5916-5031

▷オオゼキ練馬店

住所 〒176-0012	東京都練馬区豊玉北6-15-14

TEL 03-3948-5676

▷オオゼキ南小岩店

住所 〒133-0056	東京都江戸川区南小岩6-27-16	The	Dome	池田ビル1階

TEL 03-5612-6821

▷オオゼキ三鷹店

住所 〒181-0013	東京都三鷹市下連雀3-25-11

TEL 0422-76-7828

▷オオゼキつつじヶ丘店

住所 〒182-0006	東京都調布市西つつじヶ丘3-36-1

TEL 0424-43-6611



▷オオゼキ矢部店

住所 〒252-0206	神奈川県相模原市中央区淵野辺1-2-25

TEL 042-750-2361

▷オオゼキ中央林間店

住所 〒242-0007	神奈川県大和市中央林間5-7-4

TEL 042-273-0288

▷オオゼキ市川店

住所 〒272-0033	千葉県市川市市川南1-10-1

TEL 047-322-8211

《東海地区》

▷北野エース	ラシック店

住所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1階

TEL 052-259-6266

▷北野エース	上小田井店

住所 〒452-0817	愛知県名古屋市西区二方町40	mozoワンダーシティ1階

TEL 052-506-7033

▷北野エース	近鉄パッセ店

住所 〒450-0002	愛知県名古屋市中村区名駅1-2-2	近鉄パッセ地下1階

TEL 052-561-7453

▷NAGOYA	Kitsch	et	Bio(キッチュエビオ(株)生田)

住所 〒460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内3-6-21

TEL 052-265-5850

▷北野エース	フーズブティックANNEX静岡伊勢丹店

住所 〒420-0031	静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5	5風来館1F

TEL 054-266-9153

▷(株)サンゼン

住所 〒436-0074	静岡県掛川市葛川1096-1

TEL 0537-24-3000


