
大分めんべい販売店舗リスト

Ｎｏ. 店舗名 〒 住所
1 鳥取県 鳥取琴浦 〒689-2302 鳥取県東伯郡琴浦町丸尾１１７－４
2 鳥取県 米子両三柳 〒683-0853 鳥取県米子市両三柳３８９１―１
3 鳥取県 鳥取安長 〒680-0913 鳥取県鳥取市安長２１５－１
4 鳥取県 米子福原 〒683-0802 鳥取県米子市東福原５丁目１２番３０号
5 島根県 出雲大津 〒693-0017 島根県出雲市枝大津町１７－５
6 島根県 出雲塩冶原 〒693-0026 島根県出雲市塩冶原町２丁目５－１１
7 島根県 安来今津 〒692-0015 島根県安来市今津町６２７－１
8 島根県 浜田周布 〒697-1322 島根県浜田市日脚町１０５０－１
9 島根県 松江東朝日 〒690-0001 島根県松江市東朝日町２００－１

10 島根県 石見大田 〒694-0041 島根県大田市長久町長久字中垣地イ５２５-１
11 岡山県 倉敷ｲﾝﾀｰ 〒710-0003 岡山県倉敷市平田字菰田２８０－１
12 岡山県 東川原 〒703-8255 岡山県岡山市中区東川原１４４
13 岡山県 新保 〒700-0945 岡山県岡山市南区新保１１９５番地１
14 岡山県 福成 〒702-8022 岡山県岡山市南区福成３丁目５番１４号
15 岡山県 水江 〒710-0802 岡山県倉敷市水江１０４０－１
16 岡山県 万成 〒700-0071 岡山県岡山市北区谷万成２丁目１０１－１
17 岡山県 倉敷中畝 〒712-8051 岡山県倉敷市中畝７丁目１１－２６
18 岡山県 岡山益野 〒704-8175 岡山県岡山市東区益野町１０番１
19 岡山県 岡山北長瀬 〒700-0962 岡山県岡山市北区北長瀬表町１丁目２番１５号
20 岡山県 新見 〒718-0013 岡山県新見市正田字小又道ノ下４１６－２１
21 岡山県 高梁 〒716-0047 岡山県高梁市段町１００６－７
22 岡山県 井原 〒715-0025 岡山県井原市笹賀町２－１９－５
23 岡山県 児島駅前 〒711-0921 岡山県倉敷市児島駅前３丁目１７番地１
24 広島県 東深津 〒721-0974 広島県福山市東深津町３丁目１６
25 広島県 西新涯 〒721-0958 広島県福山市西新涯町２－１８－１７
26 広島県 神辺 〒720-2122 広島県福山市神辺町大字新湯野３－３９－１
27 広島県 東尾道 〒729-0106 広島県福山市高西町３丁目１６－２７
28 広島県 引野 〒721-0942 広島県福山市引野町４丁目５－８
29 広島県 山本 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本３丁目６－１
30 広島県 広 〒737-0112 広島県呉市広古新開７丁目３４番３１号
31 広島県 廿日市 〒738-0042 広島県廿日市市地御前１丁目２３－２６
32 広島県 広島大野 〒739-0458 広島県廿日市市鳴川８４３３－７
33 広島県 三次 〒728-0017 広島県三次市南畑敷町２３９－１
34 広島県 安芸高田 〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田６８３－１
35 広島県 広島八木 〒731-0101 広島県広島市安佐南区八木５丁目５番１号
36 広島県 福山駅家 〒720-1133 広島県福山市駅家町大字近田２５４番地
37 広島県 呉駅前 〒737-0051 広島県呉市中央１丁目５－３２
38 徳島県 鳴門撫養 〒772-0011 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜１９番１６
39 徳島県 徳島上板 〒771-1330 徳島県板野郡上板町西分字カヤノ４２番５
40 徳島県 徳島国府 〒779-3124 徳島県徳島市国府町日開字中９６７番７
41 徳島県 徳島島田 〒770-0053 徳島県徳島市南島田町３丁目７２番１
42 徳島県 徳島小松島 〒773-0001 徳島県小松島市小松島町字若井崎１０番５号
43 徳島県 吉野川 〒776-0013 徳島県吉野川市鴨島町上下島字野神ノ元１０２番２
44 香川県 国分寺 〒769-0101 香川県高松市国分寺町新居２９０－１
45 香川県 上福岡 〒760-0077 香川県高松市上福岡町９８５－１
46 香川県 三条 〒761-8072 香川県高松市三条町２３８－１
47 香川県 丸亀 〒763-0082 香川県丸亀市土器町東８－２２－１
48 香川県 三名 〒761-8083 香川県高松市三名町１２６－１
49 香川県 琴平 〒765-0052 香川県善通寺市大麻町３９２－１
50 香川県 坂出駅前 〒762-0032 香川県坂出市駒止町１丁目３７４２－３
51 香川県 観音寺中央 〒768-0066 香川県観音寺市昭和町１丁目２番１０号
52 香川県 多度津 〒764-0022 香川県仲多度郡多度津町北鴨３丁目３番４３号
53 香川県 宇多津 〒769-0224 香川県綾歌郡宇多津町字平山２６２８番７０５
54 香川県 東かがわ大内 〒769-2521 香川県東かがわ市西村１５２０番地１
55 香川県 小豆島 〒761-4121 香川県小豆郡土庄町渕崎甲１４４７－１
56 香川県 善通寺 〒765-0073 香川県善通寺市中村町８９３－１
57 香川県 高松東山崎 〒761-0312 香川県高松市東山崎町１８５－１
58 香川県 高松扇町 〒760-0013 香川県高松市扇町３丁目１４番１３号
59 愛媛県 川之江 〒799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町字下足鍋１７０８－５
60 愛媛県 愛媛南大洲 〒795-0011 愛媛県大洲市柚木１０４６－３
61 愛媛県 愛媛宇和 〒797-0015 愛媛県西予市宇和町大字卯之町４－４
62 愛媛県 宇和島祝森 〒798-0078 愛媛県宇和島市祝森字長田校９７７－１
63 愛媛県 愛媛御荘 〒798-4110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城７８１
64 愛媛県 愛媛広見 〒798-1333 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市４４４
65 愛媛県 愛媛東大洲 〒795-0064 愛媛県大洲市東大洲９１８
66 愛媛県 宇和島並松 〒798-0074 愛媛県宇和島市並松２甲－５１－１
67 愛媛県 愛媛保内 〒796-0202 愛媛県八幡浜市保内町宮内２耕－１２１－１
68 愛媛県 愛媛八幡浜 〒796-0021 愛媛県八幡浜市字桧谷１０１９－１
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69 愛媛県 松山石井 〒790-0932 愛媛県松山市東石井６丁目６番３７号
70 愛媛県 西条大町 〒793-0030 愛媛県西条市大町字本郷１２５１－１
71 愛媛県 新居浜萩生 〒792-0050 愛媛県新居浜市萩生７２２－１
72 愛媛県 今治新屋敷 〒794-0826 愛媛県今治市郷新屋敷町２丁目６番１２号
73 愛媛県 今治大西 〒799-2205 愛媛県今治市大西町宮脇甲１３８４番１
74 愛媛県 愛媛砥部 〒791-2115 愛媛県伊予郡砥部町三角１２番地１
75 愛媛県 松山平田 〒791-8001 愛媛県松山市平田町２１－２
76 愛媛県 松山夏目 〒799-2437 愛媛県松山市夏目甲９９
77 愛媛県 西条東予 〒799-1371 愛媛県西条市周布６２４番地１
78 愛媛県 愛媛東温 〒791-0212 愛媛県東温市田窪１８９８－３
79 愛媛県 松山別府 〒791-8056 愛媛県松山市別府町４８７－１
80 高知県 高知東中村 〒787-0010 高知県四万十市中村古津賀字カニタ２６３４－１
81 高知県 高知宿毛 〒788-0000 高知県宿毛市宿毛字上塩田３５７０－１
82 高知県 高知須崎 〒785-0009 高知県須崎市西町２丁目６７番
83 高知県 高知金田 〒780-0074 高知県高知市南金田４番１５号
84 高知県 高知大津 〒781-5102 高知県高知市大津字壱反八代甲３３８－１
85 高知県 土佐道路 〒780-8031 高知県高知市大原町９１番１
86 大分県 萩原 〒870-0921 大分県大分市萩原１－１９－３３
87 大分県 西大分 〒870-0009 大分県大分市王子町１－２
88 大分県 別府 〒874-0945 大分県別府市浜町６－１４
89 大分県 南大分 〒870-0854 大分県大分市大字羽屋206
90 大分県 京町 〒874-0926 大分県別府市京町１０－６
91 大分県 佐伯 〒876-0833 大分県佐伯市池船町３３－１９
92 大分県 大在 〒870-0261 大分県大分市志村２－１－３１
93 大分県 三川 〒870-0141 大分県大分市三川新町１－１－４３
94 大分県 やまなみ 〒874-0845 大分県別府市北中７組
95 大分県 下郡 〒870-0927 大分県大分市北下郡１１組－３
96 大分県 三重町 〒879-7111 大分県豊後大野市三重町赤嶺中の原２０５３番地
97 大分県 宇佐 〒879-1132 大分県宇佐市岩崎５３２－１
98 大分県 中津 〒871-0004 大分県中津市上如水１８４０－２
99 大分県 臼杵 〒875-0023 大分県臼杵市江無田２８３－２

100 大分県 日田 〒877-0037 大分県日田市若宮町４４０－１
101 大分県 亀川 〒874-0022 大分県別府市亀川東町１９９８番
102 大分県 日出 〒879-1505 大分県速見郡日出町大字川崎字角力田９－１
103 大分県 青山 〒874-0829 大分県別府市上原町１番
104 大分県 明野 〒870-0134 大分県大分市大字猪野字三原１５５７番の１
105 大分県 稙田 〒870-1152 大分県大分市上宗方上宮田３９５－１
106 大分県 南中津 〒871-0022 大分県中津市大字相原字上人塚２９２５－７
107 大分県 大分横田 〒870-0263 大分県大分市横田２－１３１
108 大分県 大分坂ノ市 〒870-0307 大分県大分市坂ノ市中央２丁目１番７号
109 大分県 大分挾間 〒879-5518 大分県由布市挾間町大字北方下角４５－１
110 大分県 大分杵築 〒873-0006 大分県杵築市大字大内字塩浜４５３７－４
111 大分県 大分国東 〒873-0511 大分県国東市国東町小原ガニハゼ１４８－２
112 大分県 別府鶴見 〒874-0833 大分県別府市大字鶴見２８７８－１０
113 大分県 日田天神 〒877-0000 大分県日田市三和１６５－１
114 大分県 大分玖珠 〒879-4412 大分県玖珠郡玖珠町大字山田字門出２９０－１
115 大分県 大分竹田 〒878-0023 大分県竹田市大字君ヶ園字矢倉９７７－１
116 大分県 日田友田 〒877-0000 大分県日田市大字友田５２３－３
117 大分県 宇佐法鏡寺 〒879-0454 大分県宇佐市大字法鏡寺宇川島５０２
118 大分県 大分佐賀関 〒879-2114 大分県大分市大字大平字西谷東３９５－１
119 大分県 大分古国府 〒870-0844 大分県大分市大字古国府字町口２０２－１
120 大分県 臼杵インター 〒875-0062 大分県臼杵市大字野田字寺田２５１
121 大分県 大分新川 〒870-0016 大分県大分市新川町２丁目１４１６
122 大分県 大分湯布院 〒879-5102 大分県由布市湯布院町大字川上字野田３０４２－２
123 大分県 佐伯駅前 〒876-0803 大分県佐伯市駅前１丁目１０２０２－９
124 大分県 大分松岡 〒870-0125 大分県大分市大字松岡字市場５１７９－３
125 大分県 大分野津原 〒870-1201 大分県大分市廻栖野２５４１
126 大分県 大分大手町 〒870-0022 大分県大分市大手町３丁目７－１５
127 大分県 大分光吉ｲﾝﾀｰ 〒870-1133 大分県大分市大字宮崎字天神目８７９
128 大分県 北中津 〒871-0033 大分県中津市大字島田字永田５４－１
129 大分県 大分田尻 〒870-1143 大分県大分市大字田尻２０９－１
130 大分県 大分新貝 〒870-0911 大分県大分市新貝４番１６号
131 大分県 大分田室町 〒870-0816 大分県大分市田室町８番１１号
132 大分県 大分賀来 〒870-0848 大分県大分市賀来北二丁目９番６号
133 大分県 ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分 〒870-0174 大分県大分市公園通り西２丁目１番
134 大分県 大分戸次 〒879-7761 大分県大分市中戸次５１１１番６
135 大分県 大分駅南口 〒870-0026 大分県大分市金池南１丁目５番１号
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