
◆お米マイスター等の米穀店
地域 都道府県 市区町村 企業・店舗名

新潟県 新潟市北区 甚之十米店

新潟県 新潟市北区 ㈱瀧澤

新潟県 新潟市東区 ㈱せいだ（とんとん市場松崎店）

新潟県 新潟市中央区 大矢米店

新潟県 新潟市中央区　ほか ㈱新潟農商

新潟県 新潟市中央区　ほか ㈱保苅米穀

新潟県 新潟市中央区 ㈱細山商店みのりや

新潟県 新潟市中央区 ㈱鷲尾米店

新潟県 新潟市江南区 ㈱片山商店

新潟県 新潟市江南区 コタケ

新潟県 新潟市秋葉区 ㈲五十嵐辰五郎商店

新潟県 新潟市南区 袖山米穀

新潟県 新潟市西区 ㈲飯塚商店

新潟県 新潟市西区 関屋米穀㈱

新潟県 新潟市西蒲区 ㈲おかじま　岡島米店

新潟県 長岡市 ㈱大倉

新潟県 長岡市 ㈱お米のたかさか

新潟県 長岡市 大島主食販売（企）

新潟県 長岡市 炭吉商店

新潟県 長岡市 ㈱高田屋商店

新潟県 長岡市 ㈲島田商店

新潟県 長岡市 ㈱田中米穀

新潟県 長岡市 ㈲長岡農産米穀

新潟県 長岡市 ㈱長岡米専

新潟県 長岡市 ㈱野上米穀

新潟県 長岡市 早川米穀店

新潟県 三条市 ㈱ｴｲ･ｱﾝﾄﾞ･ｱｲ

新潟県 柏崎市 十一屋

新潟県 新発田市 ㈲内山商店

新潟県 新発田市 ㈱三糧

新潟県 新発田市 村山米店

新潟県 見附市 ㈲高覚商店（新潟辰巳屋）

新潟県 見附市 ㈱富栄

新潟県 村上市 （資）肴町主食

新潟県 糸魚川市 牧江米店

新潟県 妙高市 ㈲大黒屋商店

新潟県 上越市 大坪屋米店

新潟県 上越市 ㈲川崎商店

新潟県 阿賀野市 ㈲井上米穀店

新潟県 阿賀野市 ㈱かたぎり

新潟県 阿賀野市 ㈱関口商店

新潟県 魚沼市 ㈲魚沼米穀

新潟県 西蒲原郡弥彦村 ㈱百萬粒

新潟県 南魚沼郡湯沢町 ほか 楽市㈱ぽんしゅ館

新潟県 中魚沼郡津南町 ㈱大阪屋商店

埼玉県 さいたま市見沼区　ほか ㈱鵜野商店

埼玉県 さいたま市緑区　ほか 原山ライスショップ

埼玉県 川越市 和泉屋米穀店

埼玉県 川越市 ㈱金子商店

埼玉県 川越市 ㈲山田屋

埼玉県 熊谷市 米のダイマサ

埼玉県 川口市 ㈲稲垣家

埼玉県 川口市 白根産業

埼玉県 所沢市 いちかわや米店

埼玉県 所沢市 ㈲井花米穀店

埼玉県 春日部市 ㈲江森米穀燃料店

埼玉県 狭山市 山﨑ライスセンター
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新潟県



地域 都道府県 市区町村 企業・店舗名
埼玉県 鴻巣市 かねすぎ商店

埼玉県 深谷市 有限会社　市川商店

埼玉県 上尾市 野村米穀店

埼玉県 越谷市 ㈲山口米店

埼玉県 越谷市 浅見米店

埼玉県 和光市 ㈲加藤米穀店

埼玉県 富士見市 お米の田米衛

埼玉県 富士見市 ㈲斉藤商店

埼玉県 坂戸市 ㈲矢島商店

千葉県 千葉市若葉区 ㈱米坊主

千葉県 銚子市 ㈲根本米店

千葉県 市川市 ㈲久根崎商店

千葉県 船橋市 ㈲まきの

千葉県 船橋市 有限会社　小石プロパン

千葉県 船橋市 ㈲清水屋商店

千葉県 船橋市 ㈲藤井商店

千葉県 松戸市　ほか ㈱シブヤ　

千葉県 松戸市 秋田屋米穀㈱

千葉県 茂原市 ㈲鈴木弥七商店

千葉県 柏市 後藤米店

千葉県 香取市 ヨロズヤ米穀店

千葉県 山武郡 ㈱向後米穀

東京都 千代田区 ㈲小林

東京都 千代田区 ㈲大丸屋米店

東京都 千代田区 米マイスター麹町㈲

東京都 中央区 ㈱三谷栄亮商店

東京都 港区 ㈲カネコ

東京都 港区 ㈲山路商店

東京都 港区 ㈲小峰米店

東京都 文京区 ㈲小室米店

東京都 文京区 堀江米店

東京都 台東区 ㈲いなりちょう　相沢米店

東京都 台東区 吉田屋

東京都 台東区 ㈲金兵商店

東京都 台東区 ㈲米の杉澤

東京都 墨田区 （資）亀太商店

東京都 墨田区 阪本米店

東京都 江東区 ふなくぼ商店

東京都 江東区 ㈲三河屋精米店

東京都 江東区 山形屋　朝烏米店

東京都 江東区 松本米店

東京都 品川区 ㈲こくぼ

東京都 品川区 森前食糧販売所

東京都 品川区 ㈲池上精米店

東京都 品川区 ㈲内田米店

東京都 目黒区 ㈱スズノブ

東京都 目黒区 愛米家本舗

東京都 目黒区 伊藤精米店

東京都 目黒区 ㈲飯塚精米店

東京都 目黒区 ㈲碑文谷商店

東京都 目黒区 ㈲平野屋米店

東京都 目黒区 本橋米店

東京都 目黒区 ㈲緑ヶ丘精米店

東京都 大田区 （名）山田屋精米店

東京都 大田区 合資会社山六商店

東京都 大田区 ㈲浅間食糧

東京都 大田区 田中屋米店

東京都 世田谷区 ㈲桜屋米店
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地域 都道府県 市区町村 企業・店舗名
東京都 世田谷区 ㈲新町三田精米店

東京都 世田谷区 ㈲粕谷精米店

東京都 世田谷区 木村精米店

東京都 渋谷区 吉沢米店

東京都 渋谷区 柴田米店

東京都 渋谷区 ㈲小池精米店

東京都 渋谷区 大橋米店

東京都 渋谷区 箕輪精米店

東京都 中野区 ㈲丸徳伊藤精米店

東京都 中野区 ㈲多田米店

東京都 中野区 ㈲田中泰商店

東京都 杉並区 ㈲岡田屋米店

東京都 墨田区 ㈲源川商店

東京都 杉並区 ㈲今川米店

東京都 杉並区 ㈲小張精米店

東京都 杉並区 ㈲仁神精米店

東京都 杉並区 ㈲須藤米店

東京都 杉並区 大提燈米穀店

東京都 豊島区 ㈲アール・セレクション

東京都 豊島区 渡邉米店

東京都 豊島区 片岡米穀店

東京都 北区 ㈲スーパー小倉屋

東京都 北区 ㈲佳津屋

東京都 板橋区 有限会社カワムラ

東京都 板橋区 ハスネ江口商店

東京都 板橋区 秋田屋米穀店

東京都 板橋区 ㈲南雲商店

東京都 練馬区 金澤米店

東京都 練馬区 相田米店

東京都 足立区 こしば商店

東京都 足立区 山菊米穀店

東京都 足立区 市川米店

東京都 葛飾区 春日屋金井米店

東京都 葛飾区 石川米店

東京都 江戸川区 ㈱オキツ

東京都 江戸川区 ㈱須賀米穀店

東京都 八王子市 ㈲町田商店

東京都 立川市 ㈲羽衣商店

東京都 青梅市 大門米店

東京都 府中市 ㈲てんち

東京都 昭島市 ㈲安藤商店

東京都 調布市　ほか ㈱山田屋本店

東京都 調布市 ㈲第二福山神代店

東京都 調布市 ㈲白井米店

東京都 町田市 アダチ米や

東京都 町田市 加藤商店

東京都 町田市 ㈲佐藤商店

東京都 町田市 ㈲大塚米店

東京都 町田市 ㈱落合章二商店

東京都 小金井市 新井米穀店

東京都 小平市 野村屋

東京都 東村山市 木村商店

東京都 国分寺市 ㈲佐伯今男米店

東京都 国分寺市 ㈲鈴木栄太郎商店

東京都 国立市 ㈱三田食糧

東京都 東久留米市 岡野米店

東京都 羽村市 中村販売所

東京都 西東京市 ㈲野口商店
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地域 都道府県 市区町村 企業・店舗名
東京都 西東京市 ㈲櫻井米穀店

神奈川県 横浜市鶴見区 吉澤米店

神奈川県 横浜市鶴見区 ㈲池田屋米穀店

神奈川県 横浜市西区 ㈲稲毛屋米店

神奈川県 横浜市中区 米蔵さとう

神奈川県 横浜市磯子区 ㈲八瀬川商店

神奈川県 横浜市港南区 ㈲ﾘｶｰｼｮｯﾌﾟ石塚

神奈川県 横浜市港南区　ほか 安室商事㈱

神奈川県 横浜市旭区 山田屋食糧㈲

神奈川県 横浜市都筑区　ほか ㈱カワワ

神奈川県 川崎市幸区 ㈲蕪木清商店

神奈川県 川崎市高津区 ㈲関屋精米店

神奈川県 川崎市高津区 ㈲関口商店

神奈川県 川崎市多摩区 樋山米店

神奈川県 川崎市宮前区 ㈱ヤマイチ

神奈川県 相模原市緑区 ライスショップ　きくや

神奈川県 相模原市南区 ㈲鶴ヶ丘米店

神奈川県 小田原市 志村屋米穀店

神奈川県 茅ヶ崎市 中丸屋商店

神奈川県 逗子市 ㈲ちんや商店

神奈川県 秦野市 米蔵栗原

神奈川県 伊勢原市 ㈲熊沢米店

神奈川県 海老名市 米山米穀㈲

神奈川県 綾瀬市 ㈲比留川米店

神奈川県 中郡大磯町 ㈲戸塚正商店

神奈川県 中郡大磯町 山口米店

愛知県 名古屋市千種区 ㈲坪井米穀店

愛知県 名古屋市東区 ㈲石うす屋　中村米穀

愛知県 名古屋市東区 ㈱米由

愛知県 名古屋市北区 お米の専門店米由

愛知県 名古屋市北区 幸村米穀㈱

愛知県 名古屋市中村区 かんどうり米穀㈱

愛知県 名古屋市中村区 ㈱安達商店

愛知県 名古屋市中村区 加藤商店

愛知県 名古屋市中村区 石川米穀店

愛知県 名古屋市中村区 白子米穀

愛知県 名古屋市昭和区 ㈱糀屋米穀店

愛知県 名古屋市中川区 (合)伏繁商店

愛知県 名古屋市南区 ㈱青山商店

愛知県 名古屋市天白区 花村米穀㈱

愛知県 豊橋市 ㈲一米高津米穀

愛知県 豊橋市 ㈱小笠原米穀

愛知県 豊橋市 武田米穀店

愛知県 岡崎市明大寺町 今井米穀店

愛知県 岡崎市 ㈱渡辺米穀店

愛知県 岡崎市 鈴木米穀店

愛知県 岡崎市　ほか ㈱六名米穀店

愛知県 春日井市 大路米穀店

愛知県 豊川市　ほか ㈱のだや八幡店

愛知県 津島市 ㈲サンライス

愛知県 津島市 米真商店

愛知県 江南市 ㈱米幸商店（みずほの国）

愛知県 稲沢市 カネキン商店

愛知県 小牧市 中嶋米穀

愛知県 小牧市 ㈲萬節

愛知県 稲沢市 下津米穀店

愛知県 稲沢市 米浩加藤商店

愛知県 大府市 ㈲米豊商店
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地域 都道府県 市区町村 企業・店舗名
愛知県 日進市 ㈲浅井米穀店

愛知県 田原市 お米工房　こめっと

京都府 京都市北区 ほりせ米穀店

京都府 京都市上京区　ほか 小室米穀店

京都府 京都市上京区 竹谷米穀店

京都府 京都市左京区 三平屋米穀店

京都府 京都市左京区 谷岡米穀店

京都府 京都市左京区 団兵衛五十川商店

京都府 京都市中京区 乙脇米穀店

京都府 京都市中京区 小川米穀販売所

京都府 京都市中京区 中央米穀㈱

京都府 京都市中京区 藤原米穀店

京都府 京都市東山区 ㈱かじわら米穀

京都府 京都市下京区 津田米穀

京都府 京都市南区 こめはうす　かたやま

京都府 京田辺市 ながた米穀店

京都府 乙訓郡大山崎町 木村米穀店

大阪府 大阪市都島区 ㈱サンエー

大阪府 大阪市都島区 古谷産業㈱

大阪府 大阪市都島区 米安米穀店

大阪府 大阪市港区 ㈱築港米穀店

大阪府 大阪市天王寺区 細工谷米穀店

大阪府 大阪市浪速区 米蔵人　あかい米穀店

大阪府 大阪市西淀川区 楠本米穀店

大阪府 大阪市生野区 米米たけなか

大阪府 大阪市旭区 ライスプラザ今井

大阪府 大阪市城東区 岡本の米屋

大阪府 大阪市阿倍野区 米工房いやみや

大阪府 大阪市住吉区 楯川米穀店

大阪府 大阪市東住吉区 ㈲コスモ

大阪府 大阪市東住吉区 ㈲コスモ湯里４丁目店

大阪府 大阪市東住吉区 なか屋米穀店

大阪府 大阪市東住吉区 花谷米穀店

大阪府 大阪市東住吉区 梶原食糧

大阪府 大阪市西成区 米よし食糧㈲

大阪府 大阪市淀川区 浦浜米穀店

大阪府 大阪市淀川区 橋本米穀㈱

大阪府 大阪市淀川区 ㈲藤井米穀店

大阪府 大阪市鶴見区 南米穀店

大阪府 大阪市鶴見区 木村米穀今津中店

大阪府 大阪市平野区 西川米穀店

大阪府 大阪市北区　ほか 米処四代目益屋

大阪府 大阪市中央区 ㈲上六米穀

大阪府 堺市堺区 ㈲河中米穀店

大阪府 堺市堺区 大浜北尾米穀店

大阪府 堺市美原区 田中米穀店

大阪府 岸和田市 戸口米穀店

大阪府 豊中市 お米の友　まつもと

大阪府 豊中市 ㈱千里一色

大阪府 豊中市 東豊中一色米穀店

大阪府 吹田市 ㈱ｺﾒﾆﾃｨ青山台米穀店

大阪府 池田市 谷口米穀店

大阪府 高槻市 笹井食糧㈱

大阪府 枚方市 丸天米穀酒販

大阪府 枚方市 丸米糧穀

大阪府 茨木市　ほか はたの米穀販売㈱

大阪府 富田林市 ㈲かじやす米穀店

大阪府 門真市 菊田米酒店

関西圏

関西圏

中京圏



地域 都道府県 市区町村 企業・店舗名
大阪府 高石市 ハタヤス㈱

大阪府 藤井寺市 駅前米穀店

大阪府 藤井寺市 桝田米穀店

大阪府 東大阪市 ひらた米穀店

大阪府 東大阪市　ほか 菊太屋米穀店

大阪府 東大阪市 上野米穀店

大阪府 東大阪市 ㈱村野米穀店

大阪府 泉南郡熊取町 大林米穀店

大阪府 泉南郡熊取町 中務米穀㈱

大阪府 泉南郡熊取町 髙田米穀店

兵庫県 神戸市東灘区 ㈱いづよね

兵庫県 神戸市兵庫区 北勝精米所

兵庫県 神戸市北区 ㈲荒金米穀

兵庫県 神戸市中央区 長谷米穀店

兵庫県 尼崎市 ウジマル米穀店

兵庫県 尼崎市 山本米穀店

兵庫県 尼崎市 ㈱重村本店

兵庫県 尼崎市 池永米穀店

兵庫県 尼崎市 梯米穀店

兵庫県 尼崎市 ㈲濱商店

兵庫県 明石市 西海商店東団地店

兵庫県 伊丹市 ㈱エビス

兵庫県 伊丹市 金廣米穀店

兵庫県 加古川市 ニシタ米穀㈱

兵庫県 加古川市 山崎米穀店

関西圏

関西圏


