
No. 店舗 代表者名 〒 住所 電話番号

1 (有)松内米店 松内　敏郎 〒160-0022 新宿区新宿1-36-1 03-3351-3433

2 堀江米店 堀江　英紀 〒113-0023 文京区向丘2-12-2 03-3821-3500

3 吉田屋 小林　祥子 〒111-0053 台東区浅草橋1-22-13 03-3851-5484

4 吉田屋 小林　健志 〒111-0053 台東区浅草橋1-22-13 03-3851-5484

5 吉田屋 小林　華枝 〒111-0053 台東区浅草橋1-22-13 03-3851-5484

6 阪本米店 阪本　貴則 〒130-0011 墨田区石原1-5-6 03-3622-2394

7 (株)隅田屋商店 片山　真一 〒130-0005 墨田区東駒形1-6-1 03-3626-1135

8 (合資)亀太商店 市野澤　利明 〒130-0022 墨田区江東橋5-13-2 03-3631-1227

9 (合資)亀太商店 市野澤　政伸 〒130-0022 墨田区江東橋5-13-2 03-3631-1227

10 (有)飯塚精米店 飯塚　隆夫 〒152-0003 目黒区碑文谷6-1-5 03-3712-7281

11 (有)鈴木精米店 鈴木  克昌 〒152-0002 目黒区目黒本町5-33-24 03-3712-9663

12 (有)新町三田精米店 三田　大輔 〒154-0014 世田谷区新町2-2-17 03-3420-4317

13 徳 木村精米店 木村　隆寛 〒158-0097 世田谷区用賀4-29-1 03-3700-2627

14 (有)粕谷精米店 粕谷　太一 〒158-0091 世田谷区中町3-6-1 03-3704-3251

15 (有)小池精米店 小池　理雄 〒150-0001 渋谷区神宮前6-14-17 03-3400-6723

16 (有)都立家政前食糧販売所 馬場　宏祐 〒165-0033 中野区若宮3-19-10 03-3338-6858

17 (株)中野屋米店 田中　誠一郎 〒164-0012 中野区弥生町3-8-7 1F 03-3381-4023

18 (有)丸徳伊藤精米店 伊藤　武夫 〒165-0025 中野区沼袋4-26-14 03-3386-5651

19 (有)スーパー小倉屋 小林　隆 〒115-0043 北区神谷2-40-9 03-3901-8401

20 (有)本橋米店 本橋　茂 〒115-0052 北区赤羽北3-22-4 03-3907-1838

21 (有)カワムラ 川口　文彦 〒175-0082 板橋区高島平1-21-9 03-3933-0705

22 (有)ハスネ江口商店 江口　弘一 〒174-0046 板橋区蓮根2-7-19 03-3966-0394

23 市川米店 市川　一雄 〒121-0815 足立区島根3-19-21 03-3883-0802

24 (株)須賀米穀店 須賀　稔 〒132-0014 江戸川区東瑞江2-2-9 03-3679-0467

25 (株)ひらまつ 平松　秀毅 〒202-0006 西東京市栄町1-15-34 042-421-5053

26 (株)セキグチ 関口　貴 〒144-0046 大田区東六郷2-17-5 03-3731-0497

27 シライジャパン(株) 白井　貞男 〒182-0033 調布市富士見町3-3-45 042-485-3355
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No. 店舗 代表者名 〒 住所 電話番号

1 米マイスター麹町(有) 福士  修三 〒102-0082 千代田区麹町2-6-10 03-3261-3960

2 (有)小林 小林　武彦 〒102-0083 千代田区麹町4-1 03-3261-2246

3 (有)北清米店 北清　昭男 〒101-0043 千代田区神田富山町26 03-3256-8866

4 (有)大丸屋米店 原　　修一 〒101-0051 千代田区神田神保町3-6-9 03-3261-7144

5 小川米店 小川　文敬 〒103-0013 中央区日本橋人形町2-14-6 03-3666-5585

6 (株)三谷栄亮商店 三谷　晴彦 〒103-0007 中央区日本橋浜町1-4-3 03-3851-8858

7 銀座食糧販売(株) 中川　喜仁 〒104-0061 中央区銀座8-11-1 03-3571-4409

8 銀座食糧販売(株) 岩間　一雄 〒104-0061 中央区銀座8-11-1 03-3571-4409

9 銀座食糧販売(株) 関　太郎 〒104-0061 中央区銀座8-11-1 03-3571-4409

10 銀座食糧販売(株) 山本　康之 〒104-0061 中央区銀座8-11-1 03-3571-4409

11 銀座食糧販売(株) 中島　裕樹 〒104-0061 中央区銀座8-11-1 03-3571-4409

12 銀座食糧販売(株) 河内　孝喜 〒104-0061 中央区銀座8-11-1 03-3571-4409

13 銀座食糧販売(株) 嘉藤　拓馬 〒104-0061 中央区銀座8-11-1 03-3571-4409

14 銀座食糧販売(株) 大塚　潤 〒104-0061 中央区銀座8-11-1 03-3571-4409

15 京橋食糧販売(株) 亀山　寿一 〒104-0033 中央区新川1-10-13 03-3551-9922

16 (有)大野屋 岡田　泰章 〒104-0045 中央区築地2-10-9 03-3541-6225

17 (有)山路商店 伴野  正武 〒105-0003 港区西新橋1-23-5 03-6206-1810

18 (有)カネコ 金子  雅俊 〒105-0001 港区虎ﾉ門3-8-26 03-3431-6270

19 (有)芝浜食糧 中根　利浩 〒105-0023 港区芝浦1-9-8 03-5730-2877

20 (有)五島精米所 五島　なぎさ 〒108-0014 港区南麻布1-8-13-606 03-3451-0970

21 (有)小峰米店 小峰　和久 〒108-0071 港区白金台5-3-2 03-3441-4712

22 (有)松内米店 松内　敏郎 〒160-0022 新宿区新宿1-36-1 03-3351-3433

23 (有)金井米店 金井　妙子 〒162-0044 新宿区喜久井町37 03-3203-1428

24 戸山商事(株) 石川　尚二 〒162-0052 新宿区戸山2-10-108 03-3209-8904

25 青柳米穀店 青柳　充郎 〒160-0022 新宿区新宿2-3-16 03-3341-4351

26 堀江米店 堀江　英紀 〒113-0023 文京区向丘2-12-2 03-3821-3500

27 曙町販売所　松本米店 松本　勝巳 〒113-0021 文京区本駒込2-1-4 03-3941-5476

28 神明町販売所 塚原　彰彦 〒113-0021 文京区本駒込5-32-8 03-3821-1170

29 (有)米の杉澤 杉澤　和博 〒111-0035 台東区西浅草3-12-1 03-3844-9927

30 (有)越後屋米穀店 佐々木　慎吾 〒111-0033 台東区花川戸2-18-2 03-3844-3279

31 (有)越後屋米穀店 佐々木　達也 〒111-0033 台東区花川戸2-18-2 03-3844-3279

32 いのまた米店 猪又　美之 〒110-0015 台東区谷中6-3-6 03-3827-7437

33 高坂米店 高坂　和延 〒110-0016 台東区台東4-25-6 03-3832-1498

34 (有)いなりちょう相沢米店 相澤　敏幸 〒110-0015 台東区東上野3-7-4 03-3831-2803

35 (有)金兵商店 堀井　良祐 〒110-0012 台東区竜泉3-40-6 03-3872-6878

36 吉田屋 小林　祥子 〒111-0053 台東区浅草橋1-22-13 03-3851-5484

37 吉田屋 小林　健志 〒111-0053 台東区浅草橋1-22-13 03-3851-5484

38 吉田屋 小林　華枝 〒111-0053 台東区浅草橋1-22-13 03-3851-5484

39 山一米店 染谷　晴一 〒130-0012 墨田区太平4-13-4 03-3623-3943

40 阪本米店 阪本　貴則 〒130-0011 墨田区石原1-5-6 03-3622-2394

41 (株)隅田屋商店 松藤　佳代子 〒130-0005 墨田区東駒形1-6-1 03-3626-1135

42 (株)隅田屋商店 片山　真一 〒130-0005 墨田区東駒形1-6-1 03-3626-1135

43 (有)清平橋米店 宮崎  ひろみ 〒130-0011 墨田区石原4-12-15 03-3622-6432

44 (有)源川商店 源川　和俊 〒131-0045 墨田区押上3-2-5 03-3612-4701

45 (合資)亀太商店 市野澤　利明 〒130-0022 墨田区江東橋5-13-2 03-3631-1227

46 (合資)亀太商店 市野澤　政伸 〒130-0022 墨田区江東橋5-13-2 03-3631-1227

47 森下商店 森下　修吉 〒135-0022 江東区三好2-12-11 03-3641-8530

48 (有)三河屋精米店 鈴木　康夫 〒135-0021 江東区白河1-1-2 03-3641-6982

49 石渡精米店 石渡　一太郎 〒135-0021 江東区白河3-1-17 03-3641-6638

50 船久保商店 舩久保　正明 〒135-0021 江東区白河3-8-12 03-3630-6608

51 (有)青柳米穀店 青柳　謙司 〒135-0033 江東区深川2-12-8 03-3641-5452
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52 (有)清水商店 清水　貞雄 〒135-0046 江東区牡丹2-6-7 03-3641-1801

53 菅谷精米店 菅谷　満雄 〒135-0061 江東区豊洲4-2-7 03-3531-2038

54 (有)加賀谷商店 加賀谷　早苗 〒136-0074 江東区東砂3-23-19 03-3648-4741

55 (有)城東食糧 田仲　恭子 〒136-0073 江東区北砂4-34-19 03-3644-0315

56 松本米店 松本　康弘 〒136-0076 江東区南砂2-28-18 03-3644-4951

57 戸辺米穀店 戸辺　政光 〒136-0071 江東区亀戸2-14-9 03-3681-9003

58 (有)内田米店 内田　幸男 〒140-0004 品川区南品川1-9-8 03-3471-7957

59 森前食糧販売所 松崎　真一 〒140-0015 品川区西大井1-10-11 03-3771-2073

60 荒川米店 荒川　定男 〒140-0004 品川区南品川5-1-13 03-3474-7430

61 (有)おきた 沖田　公成 〒142-0064 品川区旗の台4-6-3 03-3781-6557

62 (有)池上精米店 池上　拓馬 〒142-0053 品川区中延5-13-14 03-3781-9717

63 (有)こくぼ 小久保　一郎 〒142-0062 品川区小山3-6-15-106 03-3781-7939

64 新井商店 新井　守 〒141-0031 品川区西五反田4-32-12 03-3491-3789

65 (有)平野屋米店 平野　光治 〒153-0051 目黒区上目黒4-8-12 03-3719-6346

66 (有)碓井米穀店 碓井　雄一朗 〒153-0051 目黒区上目黒3-6-24 03-3713-4083

67 (有)朝日屋新井精米店 新井　康夫 〒153-0064 目黒区下目黒2-16-6 03-3491-1713

68 田村米店 田村　純子 〒153-0061 目黒区中目黒5-8-13 03-3712-9383

69 本橋米店 本橋　義久 〒153-0052 目黒区祐天寺1-23-21 03-3712-7186

70 (有)飯塚精米店 飯塚　隆夫 〒152-0003 目黒区碑文谷6-1-5 03-3712-7281

71 (有)鷹番精米店 早川　浩康 〒152-0004 目黒区鷹番2-19-6 03-3712-6182

72 愛米家本舗(株) 高栁　良三 〒152-0001 目黒区中央町1-3-8 03-3712-7025

73 愛米家本舗(株) 高栁　幹治 〒152-0001 目黒区中央町1-3-8 03-3712-7025

74 (有)鈴木精米店 鈴木  克昌 〒152-0002 目黒区目黒本町5-33-24 03-3712-9663

75 (有)碑文谷商店 大木　茂信 〒152-0003 目黒区碑文谷1-6-3 03-3712-0545

76 (有)玉川精米店 原　武 〒152-0035 目黒区自由が丘1-29-18 03-3718-5361

77 (有)緑が丘精米店 飯山　佳則 〒152-0034 目黒区緑が丘2-18-22 03-3717-6206

78 伊藤精米店 伊藤　勲 〒152-0033 目黒区大岡山1-4-16 03-3717-4609

79 (有)山六商店 山崎　健司 〒143-0015 大田区大森西6-14-16 03-3766-8069

80 (有)浅間食糧 田中　徹 〒143-0015 大田区大森西2-5-1 03-3761-7647

81 (有)浅間食糧 田中　渉 〒143-0015 大田区大森西2-5-1 03-3761-7647

82 (有)浅間食糧 田中　仁子 〒143-0015 大田区大森西2-5-1 03-3761-7647

83 (有)鈴木食糧 鈴木　修一 〒143-0016 大田区大森北3-27-12 03-3761-7908

84 (有)鈴木食糧 鈴木　伸一朗 〒143-0016 大田区大森北3-27-12 03-3761-7908

85 (有)鈴木食糧 鈴木　久美子 〒143-0016 大田区大森北3-27-12 03-3761-7908

86 中里精米店 中里　勝 〒143-0024 大田区中央3-13-20 03-3771-5090

87 (株)セキグチ 関口　貴 〒144-0046 大田区東六郷2-17-5 03-3731-0497

88 (名)山田屋 山田　幸朗 〒144-0045 大田区南六郷2-7-28 03-3731-6012

89 (名)山田屋 山田　桂子 〒144-0045 大田区南六郷2-7-28 03-3731-6012

90 (合資)西宮米店 西宮　良一 〒144-0052 大田区蒲田1-4-17 03-3731-5553

91 (有)下馬鈴木屋精米店 鈴木　幸雄 〒154-0002 世田谷区下馬5-14-18 03-3421-5428

92 (有)下馬鈴木屋精米店 鈴木　せつ子 〒154-0002 世田谷区下馬5-14-18 03-3421-5428

93 桜井精米店 桜井　喜明 〒154-0023 世田谷区若林4-26-12 03-3421-9417

94 (株)阿川米穀店 阿川　弘幸 〒154-0004 世田谷区太子堂5-31-17 03-3413-3344

95 (株)和泉屋米穀店 寺田　裕典 〒156-0052 世田谷区経堂1-11-9 03-3426-0502

96 (有)桜屋米店 佐々木　悟 〒154-0017 世田谷区世田谷1-47-1 03-3428-9139

97 水島米穀(株) 北川　直 〒155-0033 世田谷区代田3-3-3 03-3421-2948

98 水越精米店 水越　健太 〒156-0041 世田谷区大原2-8-7 03-3321-5580

99 (有)矢島精米店 矢島　裕士 〒155-0031 世田谷区北沢3-19-6 03-3467-5623

100 (有)新町三田精米店 三田　克幸 〒154-0014 世田谷区新町2-2-17 03-3420-4317

101 (有)新町三田精米店 三田　大輔 〒154-0014 世田谷区新町2-2-17 03-3420-4317

102 徳 木村精米店 木村　隆寛 〒158-0097 世田谷区用賀4-29-1 03-3700-2627

103 徳 木村精米店 木村　文江 〒158-0097 世田谷区用賀4-29-1 03-3700-2627

104 星与精米店 藤崎　弘起 〒158-0093 世田谷区上野毛4-23-3 03-3700-1516

105 (有)名川精米店 名川　志信 〒158-0094 世田谷区玉川3-20-1 03-3700-1439



106 (有)粕谷精米店 粕谷　太一 〒158-0091 世田谷区中町3-6-1 03-3704-3251

107 (有)粕谷精米店 粕谷　洋二 〒158-0091 世田谷区中町3-6-1 03-3704-3251

108 樋口商店 樋口　昌平 〒158-0083 世田谷区奥沢8-9-1 03-3702-8455

109 原精米店 岩下　敦 〒158-0083 世田谷区奥沢2-12-2 03-3718-2638

110 (有)福田精米店 福田　淳一 〒157-0066 世田谷区成城8-3-15 03-3483-1721

111 (有)広田商店 広田　和友 〒157-0067 世田谷区喜多見3-20-7 03-3416-0141

112 (有)野原商店 野原　敏男 〒157-0073 世田谷区砧6-30-1 03-3417-0588

113 (株)米のアキヤマ 佐藤　大輔 〒157-0076 世田谷区岡本1-14-13 03-3700-7454

114 小澤米店 小澤　雅行 〒151-0071 渋谷区本町6-38-12 03-3377-7283

115 田中米店 田中　俊雄 〒151-0071 渋谷区本町6-16-10 03-3376-3407

116 (有)吉沢米店 吉沢　光隆 〒151-0061 渋谷区初台1-10-2-104 03-3370-0091

117 (有)小池精米店 小池　理雄 〒150-0001 渋谷区神宮前6-14-17 03-3400-6723

118 柴田米店 柴田　一茂 〒151-0066 渋谷区西原1-20-5 03-3466-4648

119 箕輪精米店 箕輪　幸夫 〒151-0072 渋谷区幡ｹ谷2-17-13 03-3377-5897

120 箕輪精米店 箕輪　哲哉 〒151-0072 渋谷区幡ｹ谷2-17-13 03-3377-5897

121 大橋米店 大橋　一雄 〒150-0012 渋谷区広尾1-6-8 03-3441-9582

122 (有)藤木商店 山田　市人 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-5-5 03-3463-5785

123 (有)藤木商店 小長谷　武志 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-5-5 03-3463-5785

124 (有)藤木商店 樋口　徹 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-5-5 03-3463-5785

125 (有)藤木商店 田上　文三 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-5-5 03-3463-5785

126 (有)藤木商店 保坂　浩知 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-5-5 03-3463-5785

127 (有)藤木商店 羽鳥　擁平 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-5-5 03-3463-5785

128 (有)藤木商店 山崎　隆弘 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-5-5 03-3463-5785

129 (有)藤木商店 深瀬　慎介 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-5-5 03-3463-5785

130 (有)藤木商店 吉村　明紘 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-5-5 03-3463-5785

131 (有)藤木商店 黒木　孝幸 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-5-5 03-3463-5785

132 (有)丸徳伊藤精米店 伊藤　武夫 〒165-0025 中野区沼袋4-26-14 03-3386-5651

133 (有)都立家政前食糧販売所 馬場　宏祐 〒165-0033 中野区若宮3-19-10 03-3338-6858

134 (有)西町販売所 竹本　栄子 〒164-0012 中野区本町6-1-12 03-3381-7974

135 (有)多田米店 滝上　繁 〒164-0014 中野区南台3-2-13 03-3381-4965

136 (株)中野屋米店 田中　誠一郎 〒164-0012 中野区弥生町3-8-7 1F 03-3381-4023

137 (株)中野屋米店 深澤　正樹 〒164-0012 中野区弥生町3-8-7 1F 03-3381-4023

138 (株)中野屋米店 島田　雅司 〒164-0012 中野区弥生町3-8-7 1F 03-3381-4023

139 (株)小林米店 小林　幸雄 〒166-0003 杉並区高円寺南4-5-5 03-3311-7341

140 小俣屋米店 小俣　輝雄 〒168-0063 杉並区和泉3-60-9 03-3328-2144

141 (有)仁神精米店 島田　豪 〒167-0022 杉並区下井草3-27-20 03-3399-7472

142 (有)小張精米店 小張　正就 〒167-0052 杉並区南荻窪3-21-4 03-3333-0909

143 井口精米店 井口　恵司 〒168-0081 杉並区宮前4-25-24 03-3333-4641

144 (有)須藤米店 須藤　憲一 〒167-0052 杉並区南荻窪1-21-16 03-3333-6106

145 (有)須藤米店 須藤　憲一 〒167-0052 杉並区南荻窪1-21-16 03-3333-6106

146 (有)岡田屋米店 岡田　学也 〒167-0051 杉並区荻窪1-33-16 03-3398-5638

147 (有)アールセレクション 関口　明孝 〒170-0002 豊島区巣鴨3-2-2 03-3918-4951

148 浅賀米穀店 浅賀　政弘 〒170-0001 豊島区西巣鴨3-2-2 03-3917-2315

149 松井米穀店 松井　正弘 〒170-0013 豊島区東池袋5-43-9 03-3982-4855

150 山本米穀 山本　大輔 〒171-0014 豊島区池袋4-12-19 03-3971-3489

151 山本米穀 加藤  彬夫 〒171-0014 豊島区池袋4-12-19 03-3971-3489

152 片岡米穀店 片岡　文人 〒171-0031 豊島区目白5-5-1 03-3950-5001

153 尾張屋米店 中村　憲一 〒171-0052 豊島区南長崎5-30-1 03-3951-0756

154 (有)十条食糧販売 高木　謙充 〒114-0034 北区上十条2-21-11 03-3909-8397

155 (有)丸彦 佐治　宏和 〒114-0031 北区十条仲原2-10-14 03-3909-7788

156 大谷商店 大谷　野生 〒114-0031 北区十条仲原2-16-2 03-3908-0004

157 川越屋米店 矢嶋　誠 〒114-0034 北区上十条3-25-18 03-3900-4139

158 洲崎米店 洲崎　良一 〒115-0055 北区赤羽西2-13-7 03-3900-8208

159 (有)スーパー小倉屋 小林　隆 〒115-0043 北区神谷2-40-9 03-3901-8401



160 (株)なかむら糧商 中村　雅人 〒115-0042 北区志茂1-22-9 03-3901-4792

161 (有)佳津屋 佐藤　和也 〒115-0054 北区桐ヶ丘1-9-2ｰ4 03-3907-0044

162 谷戸米店 小野沢　哲男 〒114-0024 北区西ヶ原3-59-17 03-3910-4704

163 (株)横山商店 横山　裕朗 〒114-0013 北区東田端2-10-4 03-3893-2509

164 (有)本橋米店 本橋　茂 〒115-0052 北区赤羽北3-22-4 03-3907-1838

165 岩野米店 岩野　昭彦 〒116-0003 荒川区南千住1-2-5 03-3801-4136

166 (有)須長米店 須長　一浩 〒116-0013 荒川区西日暮里1-33-4 03-3801-0492

167 (有)金子屋米店 堀井　義之 〒116-0014 荒川区東日暮里2-47-10 03-3891-4524

168 (有)秋田屋 松澤　孝行 〒116-0001 荒川区町屋5-14-11 03-3892-1525

169 板橋協和食糧販売企業組合 石塚　寿一郎 〒173-0004 板橋区板橋2-35-10 03-3961-3679

170 (有)小川屋商店 小川　修一 〒173-0005 板橋区仲宿57-15 03-3961-3643

171 (有)小川屋商店 小川　雅之 〒173-0005 板橋区仲宿57-15 03-3961-3643

172 秋田屋米穀店 工藤　恭司 〒173-0016 板橋区中板橋7-5 03-3961-6450

173 山口米穀店 山口　隆 〒173-0023 板橋区大山町18-15 03-3956-6633

174 三上精米店 三上　喜三 〒173-0031 板橋区大谷口北町57-1 03-3956-5467

175 (有)相原米店 相原　富男 〒174-0071 板橋区常盤台4-37-8 03-3933-2005

176 (有)東米穀店 鈴木　浩昭 〒174-0052 板橋区蓮沼町2-2 03-3966-0975

177 (有)南雲商店 南雲　芳憲 〒174-0064 板橋区中台3-3-8 03-3935-0681

178 (有)南雲商店 南雲　佳代 〒174-0064 板橋区中台3-3-8 03-3935-0681

179 (有)カワムラ 川口　文彦 〒175-0082 板橋区高島平1-21-9 03-3933-0705

180 (有)ハスネ江口商店 江口　弘一 〒174-0046 板橋区蓮根2-7-19 03-3966-0394

181 みつい米穀 日向　俊幸 〒174-0043 板橋区坂下1-38-24 03-3966-5395

182 小泉商事(有) 小泉　博文 〒176-0021 練馬区貫井2-6-9 03-3999-0264

183 (有)相田米店 相田　幸子 〒178-0064 練馬区南大泉2-3-7 03-3922-2835

184 (有)富沢精米店 富沢　欣正 〒177-0041 練馬区石神井2-8-22 03-3996-1643

185 (有)豊田安太郎商店 豊田　康之 〒177-0041 練馬区石神井町6-15-13 03-3995-1150

186 (有)高橋米穀 高橋　広樹 〒177-0044 練馬区上石神井2-26-1 03-3920-0713

187 山菊米穀店 雨間　瑞秀 〒120-0002 足立区中川4-26-6 03-3605-0618

188 花畑食糧販売所 日比谷　恒弘 〒121-0062 足立区南花畑1-16-15 03-3883-8466

189 桶亀米穀店 中山　友美 〒120-0005 足立区綾瀬1-34-31 03-3602-3052

190 中村屋商店 中村　恵一 〒123-0851 足立区梅田2-22-7 03-3886-5086

191 市川米店 市川　一雄 〒121-0815 足立区島根3-19-21 03-3883-0802

192 直信米店 信　知孝 〒123-0844 足立区興野2-1-22 03-3890-5292

193 内勝米店 内田　勝久 〒123-0845 足立区西新井本町4-5-16 03-3890-5393

194 戸田米店 戸田　政昭 〒123-0872 足立区江北2-29-3 03-3890-2673

195 関根米店 関根　康雅 〒123-0864 足立区鹿浜7-6-2 03-3897-1509

196 関根米店 関根　弘実 〒123-0864 足立区鹿浜7-6-2 03-3897-1509

197 浅賀屋米穀店 浅賀　宏之 〒120-0047 足立区宮城1-28-18 03-3919-6017

198 (株)村上米穀 村上　正明 〒120-0041 足立区千住元町11-8 03-3888-3403

199 石川米店 石川　拓磨 〒125-0054 葛飾区高砂3-23-3-103 03-3657-6034

200 吉川米店 吉川　清彦 〒125-0062 葛飾区青戸2-14-2 03-3691-3559

201 (有)秋本米店 秋本　千尋 〒125-0062 葛飾区青戸6-5-21 03-3601-1586

202 春日屋金井米店 金井　鉄平 〒124-0006 葛飾区堀切2-60-7 03-3691-4619

203 (有)大畑商店 大畑　智博 〒125-0031 葛飾区西水元4-14-12 03-3607-0087

204 (有)近藤商店 近藤　誠 〒125-0035 葛飾区南水元1-23-15 03-3607-4444

205 (有)近藤商店 近藤　みゆき 〒125-0035 葛飾区南水元1-23-15 03-3607-4444

206 佐藤米店 佐藤　治男 〒125-0041 葛飾区東金町4-40-16 03-3608-0246

207 (有)渡邉米店 渡邉　勝 〒132-0034 江戸川区小松川3-10-3 03-3681-7447

208 (有)深野商店 深野　誠一 〒132-0035 江戸川区平井6-41-2 03-3611-0724

209 (有)山信米店 肥澤　信一郎 〒132-0031 江戸川区松島4-35-7 03-3651-4600

210 (有)宮田商店 宮田　嘉吉郎 〒132-0033 江戸川区東小松川1-9-15 03-3651-2464

211 (株)須賀米穀店 須賀　稔 〒132-0014 江戸川区東瑞江2-2-9 03-3679-0467

212 (有)山久増田米店 増田　則行 〒132-0013 江戸川区江戸川3-54-8 03-3679-0933

213 (有)山久増田米店 増田　友美 〒132-0013 江戸川区江戸川3-54-8 03-3679-0933



214 岩新商店 岩楯　守正 〒132-0024 江戸川区一之江5-2-17 03-3651-3948

215 (有)牧野米店 牧野　喜代治 〒132-0031 江戸川区松島1-40-5 03-3651-0784

216 (株)オキツ 興津　輝男 〒132-0001 江戸川区谷河内1-20-9 03-3676-0121

217 (株)オキツ 興津　隼人 〒132-0001 江戸川区谷河内1-20-9 03-3676-0121

218 川祥 川島　好勝 〒180-0002 武蔵野市吉祥寺東町1-23-10 0422-22-5916

219 木村商店 木村　雅亮 〒189-0025 東村山市廻田町4-23-8 042-391-1588

220 (有)島田商店 島田　裕二 〒189-0001 東村山市秋津町2-5-7 042-391-7495

221 (有)丸中商店 仲　善啓 〒189-0011 東村山市恩多町3-29-1 042-391-0041

222 (株)藤宮義平商店 藤宮　千代子 〒188-0011 西東京市田無町4-24-19 042-461-0059

223 (株)ひらまつ 平松　秀毅 〒202-0006 西東京市栄町1-15-34 042-421-5053

224 (有)桜井米穀店 桜井　啓志 〒202-0015 西東京市保谷町3-11-16 042-461-3253

225 細田米穀店 細田　修克 〒202-0015 西東京市保谷町2-14-11 042-461-1788

226 (有)野口商店 野口　晃 〒202-0012 西東京市東町3-5-5 042-421-5035

227 (株)岡野米店 岡野　久雄 〒203-0002 東久留米市神宝町2-14-23 042-471-0944

228 (株)岡野米店 岡野　利幸 〒203-0002 東久留米市神宝町2-14-23 042-471-0944

229 (有)てんち 小沢　量 〒183-0023 府中市宮町1-34-14 042-361-2511

230 シライジャパン(株) 白井　貞男 〒182-0033 調布市富士見町3-3-45 042-485-3355

231 (株)山田屋本店 秋沢　毬衣 〒182-0024 調布市布田2-1-1 042-482-4585

232 新井米穀店 新井　雅之 〒184-0012 小金井市中町3-13-13 042-381-2928

233 (有)羽衣商店 比留間　正義 〒190-0021 立川市羽衣町2-23-4 042-522-4303

234 (有)安藤商店 安藤　伸夫 〒196-0025 昭島市朝日町3-6-1 042-541-0503

235 (株)三田食糧 三田　穂高 〒186-0011 国立市富士見台4-12-9 042-576-0044

236 (株)三田食糧 三田　真由美 〒186-0011 国立市富士見台4-12-9 042-576-0044

237 (有)高橋米穀店 高橋　修一 〒207-0031 東大和市奈良橋2-432-1 042-561-3041

238 桑原商店 桑原　むつ子 〒193-0922 八王子市千人町3-7-3 042-661-5065

239 アダチ米屋 足立　勝利 〒194-0013 町田市原町田4-18-3 042-723-4158

240 (有)桝屋米穀店 高取　邦夫 〒194-0036 町田市木曽東1-47-7 042-722-1951

241 (有)桝屋米穀店 高取　優子 〒194-0036 町田市木曽東1-47-7 042-722-1951

242 米の原敬 (株)落合章二商店 落合　章彦 〒194-0032 町田市本町田800-4 042-722-4669

243 (有)志村米穀店 志村　繁 〒194-0035 町田市忠生3-16-5 042-791-1838

244 重南米穀店 重南　達也 〒194-0013 町田市原町田6-14-7 042-722-2664

245 (有)佐藤商店 佐藤　通 〒194-0212 町田市小山町3214 042-771-0193

246 (有)佐藤商店 佐藤　智子 〒194-0212 町田市小山町3214 042-771-0193

247 (有)滝瀬商店 滝瀬　正幸 〒191-0031 日野市高幡328 042-591-0321

248 (有)桑田商店 桑田　浩史 〒198-0081 青梅市上町350 0428-23-2221

249 大門米店 川鍋　正史 〒198-0014 青梅市大門1-562-2 0428-31-3781

250 中村商店 中村　孝徳 〒205-0014 羽村市羽東1-11-5 042-554-2225
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