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熊本県南町城南町下宮地870-5

荒川食料品 熊本市中央区新町2丁目4-9 096-352-2289
農）阿蘇高原自然農園
安達商店 熊本県宇城市小川町新田出142-3 0964-53-9669
（有）新居商店 熊本県合志市須屋2745-21 096-242-0123
マルテン 熊本県宇城市三角町波多2912-4 0964-34-1009
有限会社　天草フルーツ 熊本県天草市本渡町広瀬948-1 0969-22-4468
いとう青果（休業）
(株)ｻﾝﾌｰﾄﾞｲﾜﾅｶﾞ 熊本県熊本市大江5丁目14-12 096-364-4634
泉商店 熊本県山鹿市山鹿1708-10 0968-43-1498
今田商店 菊池市泗水町福本929 0968-38-2602
池田青果 菊池郡菊陽町花立3-12-2 096-202-6071
株式会社　イワサキ 熊本県熊本市本山4丁目4番1号 096-325-0854 http：//www.iwasaki-ace.co.jp/
TK.グリーン 熊本県熊本市南区城南町隈庄406-5 0964-28-1111
有限会社　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ礒浜 福岡県大牟田市小浜町1丁目1番地の9 0944-53-2114 isohama.jp
出田商店 熊本県熊本市西区横手3丁目7-8 096-356-7495
（有）スーパー井上 玉名郡玉東町木葉613-4 0968-85-2110
入江青果 八代市古閑浜町3273 0965-33-0001
今村青果 熊本市中央区黒髪3丁目
（有）伊藤商店 熊本県熊本市八島2丁目13-67 096-354-8900
池田屋 熊本市中央区壷川1丁目8-17 096-352-0193
スーパーいずみや 熊本市西区田崎3丁目1-56 096-352-3265
上田ストア（作業中） 菊池郡大津町大字吹田153-5 096-293-2343
上原商店 熊本県宇城市三角町大田尾82-1 0964-53-1556
浦本ストアー 熊本県上天草市姫戸町姫浦2540-1 0969-58-2617
歌野青果 熊本県熊本市新町1丁目4-11 096-353-3731
上村青果 熊本市西区中島町1081 096-329-3871
(有)うめだ青果 熊本市南区島町5丁目12-1 096-357-3663
(有)萩原商店 八代市萩原町1丁目6-27 0965-32-3713
梅田商店 上天草市大矢野町登立14144-1 0964-56-0130
（有）梅田青果 熊本県上天草市大矢野町登立18-2 0964-56-0324
ﾌﾚｯｼｭﾌｰﾄﾞｳｴﾑﾗ 熊本市西区谷尾崎町980-3 096-322-9963
上村青果 熊本県熊本市城山大塘1丁目15 096-329-6620
(有)上田商店 宇土市本町1-46
魚形青果 熊本県菊池市隈府1053-1 0968-25-4606
植村青果 熊本県熊本市砂原町20  096-227-1840

熊本県熊本市高橋町2-7-14
江郷商店 上天草市龍ヶ岳町樋島274 0969-62-1361



江藤農園 上益城郡御船町滝川606 096-282-6791
小田青果食品 熊本市北区龍田町弓削908-60  096-339-2783
緒方青果 熊本県熊本市中央区南熊本4丁目5-15  096-362-9740
甲佐ショッピングセンターサエラ 熊本県上益城郡甲佐町岩下61 096-234-2498
(有)大瀬 上天草市大矢野町登立9483-3 0964-56-5593
大野商店 熊本市南町並建町268-2 096-227-0640

ショップ司 菊池郡大津町大字吹田1262-31 096-293-7314
冨士屋マーケット 熊本市南区川尻4丁目6-40 096-357-9171
（有）大平青果
八百新（作業中）
（有）奥村青果 熊本県山鹿市南島688 0968-43-2739
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞｼﾞﾀ 熊本県熊本市西区城山半田3-6-7 096-342-4090
山栄ストアー 熊本市西区花園7丁目40-19 096-356-8989
熊本学校給食納入(協) 熊本県熊本市西区田崎町380-44 096-354-0229
㈱山幸 八代市鏡町下村688 0965-52-5625 yamakou@sepia.ocn.ne.jp
(有)カネテル 熊本県熊本市西区田崎町480-3 096-324-8809
（有）川田商店 熊本市西区戸坂町5-72 096-355-5788
金森青果 熊本市合志町1丁目1-13 096-358-3294
有限会社　ﾏﾙｴﾂ 熊本県合志市須屋318-1マルショク須屋店内 096-346-0660
バルブ
八百柿 熊本県熊本市中央区新町4丁目1-20 096-352-3998

(有)カワキタ物産 熊本県熊本市西区田崎町484 096-351-3417
合志市幾久富1909-1458 096-248-4386

桂商店 阿蘇郡西原村小森2728-1 096-279-2013
熊本県宇土市岩古曽町2323-1 0964-22-8368

上川青果 宇城市不知火町大見2018 0964-42-2396
河野果実センター 熊本県熊本市北区龍田7-19-34 http://kawano-kajitsu.jp/
(資)喜久屋商店 上益城郡御船町滝川123-1 096-282-0255
フードショップきむら 熊本市西区二本木3丁目3-9 096-355-0597
ﾗﾌﾞﾗﾌﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ菊池 熊本県熊本市中央区安政町1-25石澤ビル１F 096-356-4911 www.love-kikuchi.jp
(有)清田食料品店 熊本県熊本市西区春日8丁目17-37 096-353-2755

熊本県天草市本渡町広瀬176-39 0969-22-5291 http://www.honndoseika.jp/
マルキ青果店 熊本市東区若葉1丁目32-17 096-365-9147
熊本魚商協同組合 熊本県熊本市西区田崎町484
九州農水㈱ 熊本県熊本市西区八島町726-5 096-323-2373 http://kyushunousui.com/
切通青果 上天草市大矢野登立12790-5 0964-56-2695
満永青果 熊本県熊本市東区御領1丁目8-48 096-380-5992



株式会社　food life 菜果 熊本市北区龍田8丁目1-7-1 096-323-1255
(有)こざき会館 熊本市西区河内町白浜924 0968-82-2323 http://r.goope.jp/p.kozaki
丸福商森店 熊本県阿蘇郡高森町高森1648-2 0967-62-3146
五嶋商店 合志市福原1013 096-247-4150
後藤商店 熊本県熊本市南区城南町大字碇長島1224-1 096-378-5263
ﾕｰﾄ-物流 熊本市西区春日7-27-26 096-353-5493
後藤青果 熊本市北区楠7丁目15-32-3 096-337-7559
有限会社　上商 熊本市西区春日3-9-1　1F 096-356-8144
小嶋商店 熊本県八代郡氷川町網道271-5
小森青果 熊本市南区富合町杉島964-2 096-357-0257
小迫青果 熊本県熊本市中央区西子飼町1-1 0996-345-9208

(株)光正 熊本県上益城郡御船町辺田見1917-2 0968-75-9050
境田商店 熊本県上益城郡益城町田原136-2 096-286-2101
坂田食料品店 熊本県熊本市西区田崎1丁目5-77 096-352-1217
八百隆 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺黒川6496-4 0967-44-1515
ﾌﾚｼｭﾊﾟｰｸ 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2607-1 096-233-0101 http://freshpark.main.jp
佐藤酒店 阿蘇市黒川1516-2 0967-34-0755
酒井フードセンター 上益城郡御船町御船856 096-282-0201
坂本食料品店 熊本市西区小島6-2-12 096-329-7560
ふるさと市場 熊本県上益城郡益城町大字杉堂938-18 096-279-3269
(有)マルサカ青果 熊本県熊本市西区田崎町484 096-323-2462
パティオ 宇土市上網田町355-1 0964-27-0284
佐藤(キ)商店
(有)まるぜん青果 熊本県熊本市中央区出水4丁目14-20 096-364-5144
げんごやしまだストアー 宇土市下網田町1245 0964-27-1534
柿原ストアー 熊本県熊本市西区花園7丁目38-6 096-325-2922
(有)下村青果 熊本県熊本市中央区西子飼町8-30 096-343-1302

熊本県熊本市西区田崎町下寄430-12 096-354-2477 http://shiraki-yasai.com/
やおよし 熊本市中央区西子飼町3-16 096-343-5831
(株)熊本フレイン 熊本県阿蘇郡小国町宮原1851 0974-63-2727 http://www.frein.co.jp
島田屋 上天草市龍ケ岳町樋島3522 0969-62-1368
㈱新開商店 玉名郡玉東町木葉603番地3号 0968-85-2008
(有)柴田青果 熊本県熊本市中央区西子飼町1-9 096-344-7477
(有)鈴木青果 熊本県熊本市西区田崎町380-50 096-322-0817
杉本農園 宇城市不知火町大見2056 0964-42-3163
杉浦商店 熊本県熊本市西区田崎町2丁目5-20 096-322-9638
末永青果 熊本市南区薄場2丁目3-10
住本商店（エル青果） 熊本県熊本市西区上高橋1丁目9番1-813 096-329-8945 www15.plala.or.jp/eru/



株式会社　淳匠 熊本市西区高橋町2丁目4-18 096-329-8032
旭屋　園田商店 阿蘇市内牧107-3 0967-32-0828
(株)園田青果 熊本県熊本市西区田崎町484番地 096-323-2343
平青果 熊本県熊本市田崎町　田崎市場内 096-323-2477
添田商店 宇土市新町3-15 0964-22-0551
栄屋フーズ㈱ 熊本県玉名市石貫3766 0968-74-9101 http://www.sakaeya-foods.co.jp
(有)髙濱青果 熊本県熊本市西区田崎町380-12 090-352-7330
(有)髙木商店 菊池郡菊陽町原水1322-3 096-232-2006
竹島商店 熊本市中央区琴平本町3-67 096-372-3820
浜田商店 熊本市西区島崎3丁目3-1 096-354-7816
(有)谷山青果 熊本市北区植木町轟632-3 096-272-0533
やおっぱ 熊本県熊本市中央区花畑町１０-１０マツシタビル１Ｆ 096-369-4123
(有)イナオ商店 熊本県熊本市西区田崎町484
ストアータカシマ 熊本市中央区新町3丁目10-14 096-356-7186
田口商店 熊本市中央区国府3－14－3 090-7454-5506
田籠商店 八代市西片町2000-13 0965-31-5580
髙田商店 上天草市松島町合津4276－75－1 0969-56-1017
竹添商店 熊本市南区良町2-5-72
田中商店 熊本県熊本市健軍2丁目26－8－201 096-368-7212
(有)たじり 合志市御代志1661-145 096-242-2530
牛深青果㈱ 天草市久玉町5713-47 0969-72-3474
たにフーズ 熊本県合志市野々島5432－1 096-242-0670
(有)熊本南総合卸物流　　　　　休業中宇土市花園町1160
（資）台信商店 熊本県南区城南町下宮地430-1 0964-28-2033 http://www.dainobu.com/
㈱タカキフーズ　 熊本市南区近見2丁目6-16 096-355-2488
八百善　高野青果 熊本市東区秋津1丁目4-47 096-360-9890
㈱フルーツの里 熊本市中央区上通町10-19 096-355-4681
(有) 誠晋グループ 熊本市西区出町1－9－101 096-352-1653
（有）食彩たかみ 熊本県熊本市西区田崎町484Ａ棟7号 096-312-5611
(有)辻商店 合志市須屋656-1 096-344-8617
鶴屋商事㈱ 熊本県熊本市北区楠3-10-30 096-338-1425
堤商店 熊本市中央区錬兵町88-4 096-352-7609
津山商店 熊本市西区新土河原1－7－1 096-325-3738
土山商店 熊本県熊本市北区清水亀井27－7 096-344-6853
塚本食料品店 熊本市中央区坪井4丁目2-6 096-344-3904
ヤオタカ 熊本市東区健軍1丁目15-23 096-369-9694
（有）つのだ青果 熊本県鹿本郡植木町岩野795－1 096-273-0661 http://chisanclub.com
(株)津山青果 熊本県上益城郡益城町宮園785－2
津々浦青果 熊本市北区植木町滴水1682-1 096-272-7557



㈱天水
（有）ｻﾝﾌｰﾄﾞてらもと 熊本県熊本市西区河内町船津2032－4 096-278-3777
（有）テラサワ 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨2957 0967-22-0123
土井青果 宇城市小川町江頭79-1 0964-43-1918
(有)冨田商店 熊本県熊本市西区小島8－16－27 096-329-7106
（株）ﾕ-ﾏ-ﾄ・ﾄｸﾅｶﾞ 熊本県玉名郡長洲町長洲2720番地 0968-78-5110
(株）ｾﾌﾞﾝｱｸﾞﾘﾌｧ-ﾑ 熊本市西区松尾2丁目26－43 096-227-6971
青果のなかの 熊本県下益城郡城南町阿高312－2 0964-28-6458
（資）中村漬物 熊本市中央区新町3丁目8－27 096-352-4831
中村商店 熊本市中央区下通1丁目8-8 096-355-0998
中村食品センター 熊本市西区二本木2丁目13-17 096-352-3957
（資）永田商店 阿蘇郡小国町大字宮原2015-9 0967-46-2515
株式会社ジェイエイ熊本山鹿青果 熊本県山鹿市南島688 0968-44-1155
中山青果 熊本市北区改寄町2528 096-272-0653
西原商店 阿蘇郡西原村布田1148‐1ヤスペールＩ－101
(有)ﾅｶﾞｲｴ食品 熊本市東区画図町下無田1475－1 096-370-2900
永田商店 休業
じゃが・玉青果 熊本県熊本市東子飼町17－10 096-345-9577
(有)ﾅｶﾊﾞﾔｼﾌｰﾄﾞｻﾌﾟﾗｲ 熊本県熊本市西区田崎町484 096-319-1155
中島青果 合志市野々島4787－4 096-242-6787
長屋青果 熊本県阿蘇市内牧1065 0967-32-2566
やおまさ 熊本県荒尾市緑ケ丘1-1あらおシティモール内 0968-66-2339
ながのストアー 上天草市松島町教良木4220－1 0969-57-0401
キャモン 上天草市大矢野町登立9289 0964-56-1100
中島商店 熊本県熊本市東区鹿帰瀬町609 096-380-3492
(株)ﾀﾞｲﾄﾞｰｸﾞﾘｰﾝ 熊本県熊本市良町2丁目6-37 096-378-5263
西岡青果 熊本市南区幸田2丁目9-24 096-379-1397 y-ovgauic.jp
ﾌﾚｯｼｭﾌｰﾄﾞﾆｼｷﾄﾞ 熊本市西区田崎2丁目1-23 096-324-7650
境青果 熊本県熊本市横手3丁目6-52 096-355-7866
（有）西川食品 熊本市中央区古大工町17 096-353-5325
フードプラザにしだ 熊本県八代市高島町4128-1 0965-33-0609
西川青果 熊本県熊本市小島8丁目9-13 096-329-4146
西本青果 菊池郡大津町灰塚155 096-293-2217
フレッシュマートにしお 熊本県熊本市中央区出水1丁目4-28 096-364-8441
沼田商店 宇土市城之浦町316 0964-22-0200
天松 上天草市松島町合津4343-2 0969-56-0019
野口青果 熊本市南区薄場町1丁目15-１ 096-358-2858
野田青果 熊本県八代市鏡町鏡村915
野田青果 熊本県上益城郡益城町辻の城367-2 096-286-0516



八百銀 熊本県熊本市中央区中央街11-4 096-324-4102
（有）浜田商店 八代市泉町柿迫3170 0965-67-2435
原商店 合志市豊岡2364-2-21 096-248-0082
濵田商店 熊本市西区上代7丁目17-3 096-329-6053
（有）萩原センター 熊本県熊本市中央区萩原町7-40 096-378-2657
（有）原口商店 阿蘇市一の宮町宮地2276-3 0967-22-0274
バリュー東部店 熊本県天草市志柿町6034-2 0969-27-0337
（株）ゆめマート 熊本市東区上南部2丁目2-2 096-349-0111 http://yume-mart.com/
原食料品店 合志市合生99-7 096-242-0158
（資）馬場商店 熊本市南区奥古閑町1861 096-223-0037
平井商店 熊本市西区小島7丁目15-27 096-329-0695

（有）ショップヒキヂ 熊本市西区花園2丁目12-35 096-353-3016
樋口商店 熊本市西区春日3丁目4-15 096-352-3239
廣瀬商店 熊本市中央区大江4丁目8-14 096-364-1480
東商店 熊本市東区健軍1丁目17-22 096-365-4015
お好み焼き　功ちゃん 熊本県熊本市西区小島7丁目3-11 096-329-2158
生鮮市場みずき台店 熊本市西区上代1丁目13-2 096-273-6434
丸竜青果 熊本県上天草市松島町合津7915-73 0969-56-3268

平井青果食品店 宇土市網津町2772
㈱ヒライ 熊本県熊本市西区春日7-26-70 096-324-3666 http://www.hirai-wa.com/
福田商店 宇城市小川町西海東2085-1 0964-43-0440
（資）福留食料品店 熊本市西区花園1丁目3-20 096-352-7937
㈱藤木青果 熊本県八代市海士江町2782-1 0965-31-0230
愛マート水前寺 熊本県熊本市中央区水前寺4丁目1-17 096-381-9326
堀川食品センター 熊本県熊本市中央区京町1丁目5-5 096-353-6493
㈱ 鶴屋百貨店 熊本市中央区手取本町6-1 096-356-2111 http://www.tsuruya-dept.co.jp
(株)大喜 熊本県宇土市北段原町70-1 0964-23-3498
（資）マルマ商店 熊本県熊本市東区若葉1丁目37-19 096-368-2615
外村商店 熊本市城山半田２丁目9-40 096-329-3501
松井商店 熊本県熊本市東区戸島7丁目8-12 096-380-2567
松本食料品屋 玉名市高瀬395-8 0968-72-2523
松永青果 熊本県熊本市西区野中2丁目9-11 096-327-2123
松永青果 上益城郡甲佐町下横田435-126 096-234-0200
（有）マツエダフーズ 熊本県熊本市西区八島町728-8 096-327-8585
牛ノ浜商店 熊本市中央区黒髪5丁目4-46 096-343-8472
フードセンターマツヤ 熊本県熊本市東区長嶺東4丁目15-1 096-380-8282
牧青果 熊本県玉名市繁根木115-1 0968-74-3023



松村商店 熊本市南区日吉2-6-10 096-357-9718
一屋 熊本県熊本市日吉2丁目3－78
(株)マルソー 熊本市北区龍田町弓削812-1 096-338-3216
間柴青果 八代市鏡町下村1418-1 0965-52-7247
ジャガ太郎 熊本市若葉1丁目16－1 096-367-4872
㈱丸平青果 玉名市天水町小天8065-2 096-342-5475
丸塚商店 八代市日奈久下西町甲459-1 0965-38-0239
スーパーマーケットみやはら 阿蘇市一の宮町宮地1985-2 0967-22-0251 s-miyahara.com
宮崎青果 熊本市城南町東阿高1435 0964-28-4773
㈱水野商店 熊本県熊本市西区上代2丁目124-1 096-322-5520 http://www.Mizuno-arigatou.com/
八百健 熊本市中央区渡鹿3丁目1-60 096-364-9247
みなみかわ 熊本市西区島崎2丁目13-18 096-329-0109
見崎商店 宇土市新町4-54 0964-22-0271
宮本商店 熊本市中央区横手2丁目4-10 096-354-7818
（有）宮本商店 熊本市中央区大江4丁目9-10 096-362-6312
(有)ﾋﾟｸﾙｽｼｮｯﾌﾟ ﾐｷﾞﾀ 熊本県熊本市西区田崎町484 096-323-2433
宮田ｸﾞﾙｰﾌﾟ 菊池市旭志川辺1152-80
(有)スーパーみつい 熊本県阿蘇郡高森町大字高森1652-1 0967-62-0163
㈱陽果物産 熊本市西区城山半田1-2-2 096-245-6195
（有）宮本精肉店 熊本市中央区南熊本5丁目5-12 096-364-3678 http://www.basashi.co.jp
マルミツ園芸株式会社 熊本県八代市鏡町貝洲536-1 0965-30-4055

　 熊本県熊本市西区田崎3丁目2-3 096-351-7422
（有）村上節夫商店 熊本県熊本市西区田崎町484 096-323-2080
（有）村上ｶﾗｼﾚﾝｺﾝ店 熊本市中央区新町3丁目5-1 096-353-6795
（有）麦田雅喜商店 八代市築添町1614-8 0965-33-4611
村上商店 阿蘇市永草1527 0967-35-1628
旭志園芸 菊池市旭志小原508-1 0968-37-3007
守本商店 熊本市中央区出水1丁目1-24 096-366-0913
(株)丸勢 熊本県熊本市東区健軍本町53-9 096-367-6505
だいこくさん 熊本県熊本市東区湖東2丁目5-35 096-368-3716
(有)森田浩商店 熊本市中央区帯山７－４－８８ 096-382-3163
古町富士屋ｽﾄｱ- 熊本市西区二本木4-14-8 096-356-9526
(有)山崎青果 水俣市古賀町2丁目5-48 0966-63-5252
（有）山口青果 熊本県菊池市隈府434-24 0968-24-4689
入船市場 熊本県鹿本郡植木町滴水91-2 096-273-5100 irifune-group.co.jp
山室酒店 熊本県熊本市西区上代3-11-93 096-322-8975
山部商店
（有）横田食品 菊池郡大津町室578 096-293-2144 http://www.greenfoodsyokota.jp/



吉川青果 熊本市南区八幡5丁目17-13 096-357-8423
横山商店 上益城郡御船町水越2418 096-282-9374
ふれあいｼｮｯﾌﾟよねむら 上益城郡御船町滝川998-10 096-282-0250
吉本商店 熊本県上益城郡益城町宮園709-3 096-286-2131
米村商店 熊本県熊本市中央区十禅寺1丁目6-1 096-324-7208
吉本商店 熊本市西区河内町岳1804 096-277-2603
吉山商店 熊本県上益城郡益城町小谷字高遊2083（テクノ仮設団地内）
吉本商会 阿蘇市内牧363 0967-32-0034
吉田食料品店 熊本県熊本市中央区京町1丁目9-15 096-322-3947
ファミリーフードありさ 熊本県八代郡氷川町宮原栄久 0965-62-8407 arisa-super.com


