販売店情報

※数に限りがございます。
販売期間中に取扱商品が記載内容より変更・売切れになることがございます。予めご了承くださいませ。

東京都

2019/12/25

恵比寿三越 ISHII SHOKUHIN 365

地図を見る 渋谷区恵比寿4-20-7 地下2階

東京都

新宿タカシマヤ ISHII SHOKUHIN 365

地図を見る 東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目24−2

東京都

東急東横店 東急フードショー

地図を見る 渋谷区渋谷2丁目24-1

東京都

日本百貨店しょくひんかん

地図を見る 東京都千代田区神田練塀町8-2 CHABARA

東京都

高島屋ファーム 日本橋高島屋店

地図を見る 東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋髙島屋S・C本館地下1階

東京都

玉川タカシマヤ

地図を見る 世田谷区玉川3丁目17番1号

千葉県

コミニュティハウス Viridian

地図を見る 千葉県船橋市本町2-7-17 石井食品株式会社１F

千葉県

石井食品八千代工場直売店

地図を見る 八千代市吉橋1835

※事前にお電話でご連絡ください：TEL:047-774-6769
※営業時間：11～16時/休業日：水・日曜日
※12/25～12/30は休業日なし、事前連絡は不要です

千葉県

千葉県

まちのえき 八千代緑が丘

地図を見る 千葉県八千代市緑が丘1-1-1 都市公園プラザ1階

埼玉県

大宮タカシマヤ

地図を見る さいたま市大宮区大門町1丁目32番地

神奈川県 横浜タカシマヤ
地図を見る 横浜市西区南幸1丁目6-31

愛知県

名鉄百貨店 本店

地図を見る 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2番1号 メンズ館地下1階

愛知県

星ヶ丘三越

地図を見る 名古屋市千種区星が丘元町14-14 地下1階

岐阜県

岐阜タカシマヤ

地図を見る 岐阜市日ノ出町2丁目25番地

大阪府

大阪タカシマヤ

地図を見る 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号

京都府

大丸京都店

地図を見る 京都府京都市下京区立売西町79番地

京都府

ジェイアール京都伊勢丹

地図を見る 京都府京都市下京区東塩小路町 地下2階

京都府

京都タカシマヤ いしい

地図を見る 京都府京都市下京区真町52番地 高島屋京都店

兵庫県

岡山タカシマヤ
広島三越
鶴屋百貨店
鶴屋フーディワン浜線店

地図を見る 熊本市南区田迎5丁目16-16

福岡県

大丸福岡天神店

地図を見る 福岡県福岡市中央区天神1丁目4-1

福岡県

2019/12/20

～ 売切れ次第終了

■岐阜県山県市産の栗 栗きんとん■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん■青森県弘前市産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ
村産の栗 栗きんとん

2019/12/26

～ 2019/12/31

■京都府丹波産の栗 栗きんとん

2019/12/26

～ 2019/12/31

■国産新栗 栗きんとん■大福豆 豆きんとん■田づくり■北海道産昆布巻■甘さ控えめ国産栗きんとん■京都府丹波産の
栗 栗きんとん■岐阜県山県市産の栗 栗きんとん■千葉県成田市産の栗 栗きんとん■長野県小布施町産の栗 栗きんとん
■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん■青森県弘前市産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんとん■謹製 北海
道産黒豆煮■大粒 丹波篠山産黒豆煮■九州産筑前クロダマル煮■贈答 京都京丹波の栗 栗きんとん

2019/12/16

～ 売切れ次第終了

■国産新栗 栗きんとん■大福豆 豆きんとん■丹波篠山産黒豆煮■北海道産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■甘さ
控えめ国産栗きんとん■紅白羊かん■栗入り 鹿の子羊かん■京都府丹波産の栗 栗きんとん■岐阜県山県市産の栗 栗き
んとん■千葉県成田市産の栗 栗きんとん■長野県小布施町産の栗 栗きんとん■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん■青森
県弘前市産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんとん■謹製 北海道産黒豆煮■大粒 丹波篠山産黒豆煮■九
州産筑前クロダマル煮■匠の技 栗きんとん

2019/12/20

～ 2019/12/30

■国産新栗 栗きんとん■大福豆 豆きんとん■丹波篠山産黒豆煮■北海道産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■甘さ
控えめ国産栗きんとん■紅白羊かん■栗入り 鹿の子羊かん■京都府丹波産の栗 栗きんとん■岐阜県山県市産の栗 栗き
んとん■千葉県成田市産の栗 栗きんとん■長野県小布施町産の栗 栗きんとん■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん■青森
県弘前市産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんとん■謹製 北海道産黒豆煮■大粒 丹波篠山産黒豆煮■九
州産筑前クロダマル煮

～ 売切れ次第終了

■国産新栗 栗きんとん■丹波篠山産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん■千葉県成田
市産の栗 栗きんとん■九州産筑前クロダマル煮

2019/12/20

～

■国産新栗 栗きんとん■大福豆 豆きんとん■丹波篠山産黒豆煮■北海道産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■京都
府丹波産の栗 栗きんとん■千葉県成田市産の栗 栗きんとん■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん

2019/12/26

～ 2019/12/31

■大福豆 豆きんとん■田づくり■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん■千葉県成田市産の栗 栗きんとん■
長野県小布施町産の栗 栗きんとん■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんとん■謹製 北海
道産黒豆煮■大粒 丹波篠山産黒豆煮■九州産筑前クロダマル煮

2019/12/26

～ 2019/12/31

■国産新栗 栗きんとん■大福豆 豆きんとん■丹波篠山産黒豆煮■北海道産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■甘さ
控えめ国産栗きんとん■京都府丹波産の栗 栗きんとん■岐阜県山県市産の栗 栗きんとん■千葉県成田市産の栗 栗きん
とん■長野県小布施町産の栗 栗きんとん■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん■青森県弘前市産の栗 栗きんとん■熊本県
やまえ村産の栗 栗きんとん■謹製 北海道産黒豆煮■大粒 丹波篠山産黒豆煮■九州産筑前クロダマル煮

2019/12/28

～ 2019/12/31

■国産新栗 栗きんとん■丹波篠山産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん■岐阜県山県
市産の栗 栗きんとん

2019/12/26

～ 2019/12/27

■国産新栗 栗きんとん■丹波篠山産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん■岐阜県山県
市産の栗 栗きんとん

2019/12/25

～ 2019/12/31

■丹波篠山産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん■岐阜県山県市産の栗 栗きんとん

2019/12/27

～ 2019/12/28

■国産新栗 栗きんとん■丹波篠山産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん

2019/12/27

～ 2019/12/27

■国産新栗 栗きんとん■田づくり■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんと
ん■大粒 丹波篠山産黒豆煮■九州産筑前クロダマル煮

2019/12/29

～ 2019/12/30

■国産新栗 栗きんとん■田づくり■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんと
ん■大粒 丹波篠山産黒豆煮■九州産筑前クロダマル煮

2019/12/16

～ 2019/12/31

2019/12/28

地図を見る 熊本市中央区手取本町6番1号

熊本県

～ 2019/12/31

■国産新栗 栗きんとん■丹波篠山産黒豆煮■北海道産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■甘さ控えめ国産栗きんとん
■京都府丹波産の栗 栗きんとん■岐阜県山県市産の栗 栗きんとん■千葉県成田市産の栗 栗きんとん■長野県小布施
町産の栗 栗きんとん■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん■青森県弘前市産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗
きんとん

加古川ヤマトヤシキ

地図を見る 広島市胡町5-1

熊本県

2019/12/26

■国産新栗 栗きんとん■田づくり■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん■長野県小布施町産の栗 栗きんと
ん■謹製 北海道産黒豆煮■大粒 丹波篠山産黒豆煮

地図を見る 岡山市北区本町6-40

広島県

～ 2019/12/31

■国産新栗 栗きんとん■大福豆 豆きんとん■丹波篠山産黒豆煮■北海道産黒豆煮■田づくり■北海道産昆布巻■甘さ
控えめ国産栗きんとん■岐阜県山県市産の栗 栗きんとん■千葉県成田市産の栗 栗きんとん■長野県小布施町産の栗 栗
きんとん■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん■青森県弘前市産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんとん■謹
製 北海道産黒豆煮■九州産筑前クロダマル煮■贈答 京都京丹波の栗 栗きんとん

地階＜味百選・佃煮・漬物＞売場

地図を見る 兵庫県加古川市加古川町21−8

岡山県

2019/12/26

タカシマヤフードメゾン 流山おおたかの森店 2019/12/26

地図を見る 流山市おおたかの森南1-5-1 流山おおたかの森S・C 1階

～ 2019/12/31

■田づくり■北海道産昆布巻■甘さ控えめ国産栗きんとん■京都府丹波産の栗 栗きんとん■長野県小布施町産の栗 栗
きんとん■大粒 丹波篠山産黒豆煮

ボンラパス高宮

地図を見る 福岡市南区高宮5-1-1 ピア高宮S

～ 2019/12/28

■国産新栗 栗きんとん■田づくり■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんと
ん■大粒 丹波篠山産黒豆煮

2019/12/25

～ 2019/12/31

■国産新栗 栗きんとん■丹波篠山産黒豆煮■京都府丹波産の栗 栗きんとん■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん■熊本
県やまえ村産の栗 栗きんとん

2019/12/25

～ 2019/12/28

■国産新栗 栗きんとん■丹波篠山産黒豆煮■京都府丹波産の栗 栗きんとん■茨城県笠間市産の栗 栗きんとん■熊本
県やまえ村産の栗 栗きんとん

2019/12/26

～ 2019/12/30

■国産新栗 栗きんとん■京都府丹波産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんとん

2019/12/26

～ 2019/12/30

■国産新栗 栗きんとん■京都府丹波産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんとん

2019/12/26

～ 2019/12/30

■北海道産黒豆煮■北海道産昆布巻■京都府丹波産の栗 栗きんとん■熊本県やまえ村産の栗 栗きんとん■大粒 丹波
篠山産黒豆煮■贈答 京都京丹波の栗 栗きんとん

2019/12/30

～ 2019/12/30

■国産新栗 栗きんとん

