
掲載事業者一覧
くだもの・野菜・米・餅
菅野房吉商店 福島市 P2・P3・P4・P5
こぶしの里 玉川村 P2
あいはら果樹園 桑折町 P3
菱沼農園 福島市 P3・P4
りんご屋さとう 福島市 P3
自然栽培の薄井農園 須賀川市 P4
オーチャード斉藤 会津若松市 P4
あんぽ柿の里 ガンバっぺぃ いさざわ企業組合 伊達市 P5
伊賀いちご園 南相馬市 P5
でんぱた 矢祭町 P6
本田屋本店 会津若松市 P6
山城屋 会津若松市 P6
米夢の郷 会津美里町 P6
斎藤商店 白河市 P6
伊南の郷 南会津町 P6

お菓子・スイーツ・ジャム・はちみつ
柏屋 郡山市 P7
上菓子司 会津葵 会津若松市 P7
かんのや 郡山市 P7
松川堂 相馬市 P7
長門屋本店 会津若松市 P8
ニュー木村屋 福島市 P8
御菓子司　山木屋 白河市 P8
みよし堂 郡山市 P8
黒潮海苔店 南相馬市 P8
おくや 喜多方市 P9
まめや 郡山市 P9
こぶしの里 玉川村 P9
いわきチョコレート いわき市 P9
バウムラボ樹楽里 福島市 P9
ホテル華の湯 郡山市 P9
こんにゃく屋生田目屋 東白川郡塙町 P9
木村ミルクプラント いわき市 P10
菅野房吉商店 福島市 P10
明陽食品工業 白河市 P10・P11
トーニチ 福島市 P10
まきばのジャージー 伊達市 P10
すかがわジェラート 須賀川市 P10
12か月のジェラート 湯川村 P11
ルバーブの島田農園 西郷村 P11
ハニー松本 会津若松市 P11
渡辺養蜂場 二本松市 P11

肉・魚・加工品
會津懐石　鶴我　東山総本山 会津若松市 P12
庄助の宿 瀧の湯 会津若松市 P12・P13
Meat&Delica とみやま 白河市 P12
鈴畜中央ミート 郡山市 P13
肉匠 福島市 P13
川俣町農業振興公社 川俣町 P14
会津地鶏ネット 会津若松市 P14・P17
ハーブロード 北塩原村 P14
おのざき いわき市 P15
創業70年の魚屋　さすいち いわき市 P15
丸源水産食品 いわき市 P15
馬目商店 いわき市 P15
大水 福島市 P15
福島県漁業協同組合連合会 いわき市 P15
柴栄水産 浪江町 P16
貴千 いわき市 P16
かねまん本舗 いわき市 P16
海幸 いわき市 P16
黒潮海苔店 南相馬市 P16
清水屋 郡山市 P16
自然食品ばんだい 喜多方市 P16
ホテル華の湯 郡山市 P17

ラーメン・蕎麦・素麺・調味料
喜多方らーめん本舗 喜多方市 P17
五十嵐製麺 喜多方市 P17
河京 喜多方市 P18
喜多方ラーメン来夢 喜多方市 P18
星醸造 喜多方市 P18・P20
あらい屋製麺所 郡山市 P18
奈良屋 南会津町 P18
あぐりかる 三春町 P18
会津製麺工業 会津若松市 P19
カタノ 白河市 P19
カネコ・フーズ 会津若松市 P19
ウインド・ファーム いわき市 P19
会津物産 南会津町 P19
結城食品 二本松市 P19
たふぃあ いわき市 P19
若喜商店 喜多方市 P19・P20
根田醤油 白河市 P20
淀屋　武藤合名会社 喜多方市 P20
会津天宝醸造 会津若松市 P20
栄和興産 古殿町 P20
やますけ農園 会津坂下町 P21
西野屋食品 いわき市 P21
黒潮海苔店 南相馬市 P21

日本酒・その他お酒・ジュース類
有賀醸造 白河市 P22
千駒酒造 白河市 P22
大和川酒造店 喜多方市 P22
辰泉酒造 会津若松市 P22
花春酒造 会津若松市 P22
ほまれ酒造 喜多方市 P23
奥の松酒造 二本松市 P23
金水晶酒造店 福島市 P23
渡辺酒造本店 郡山市 P23
末廣酒造 会津美里町 P23
榮川酒造 磐梯町 P23
豊国酒造 会津坂下町 P23
福島県酒類卸 福島市 P23・P24
福島県南酒販 福島市 P23・P24
ふくしま逢瀬ワイナリー 郡山市 P24
ホンダワイナリー 猪苗代町 P24
ふくしま農家の夢ワイン 二本松市 P24
福島路ビール 福島市 P24
峰の雪酒造 喜多方市 P24
庄助の宿瀧の湯 会津若松市 P24
ワンダーファーム いわき市 P25
長久保食品 いわき市 P25
自然栽培の薄井農園 須賀川市 P25
こぶしの里 玉川村 P25
椏久里珈琲 福島市 P25
淀屋　武藤合名会社 喜多方市 P25

工芸品
関漆器店 会津若松市 P26
コサカ漆器店 会津若松市 P26・P27
マルサ漆器製造所 喜多方市 P26
会津本郷焼事業協同組合 会津美里町 P26
井上窯 二本松市 P27
第一印刷 福島市 P27
会津桐タンス 三島町 P27
アサヒ研創 郡山市 P27
斎脩絹織物 川俣町 P27
福島県授産事業振興会 福島市 P27
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