香川県産「プレミアム低カリウムレタス」の販売店様
※楽天市場でも販売中「楽天市場－さぬき野菜工房」で検索
※多度津町「ふるさと納税」でも返礼品に選定されています

２０２1年１１月２２日現在
四国計測工業株式会社

青森県
三春屋様

山形県
主婦の店様

イーネ駅前店、mina店、IZMO心斎店、パル店

東京都
三浦屋様

京都府
平和堂様 アル・プラザ城陽、エール東舞鶴店
イズミヤ様 六地蔵店、千本北大路店
スーパーフレッシュさとう様 綾部アスパ店、福知山店
京美様 タベルト店（藤井大丸Ｂ1タベルト 内）、京都駅前店（エビスク七条 内）、

松庵店、国立店、東伏見店、飯田橋ラムラ店、武蔵小金井店、

かどの店（阪急オアシスかどの店 内）、ＯＡ山科店（阪急オアシス山科店 内）、

コピス吉祥寺店、グルメグランエミオ大泉学園店、グルメエミオ武蔵関店

西院店（阪急オアシス西院店 内）、西ノ京店（阪急オアシス西ノ京店 内）、

リンコス様 リバーシティ店
スーパーアルプス様

平井中村屋様 総本店

はざま店、宇津木台店、北野店、楢原店、八王子駅南口店、日野店、多摩境店

フードストアあおき様 東京豊洲店
スーパーバリュー様 杉並高井戸店、等々力店、練馬大泉店
マックスバリュウ関東様 北烏山店、田無芝久保店、六郷土手駅前店、船堀駅前店、
池上店、平山団地店

神奈川県
京急ストア様

大船青果店、鶴見西店、もとまちユニオン元町店、
もとまちユニオン上大岡店

スーパーアルプス様
城山店、相模原インター店
ヤオマサ様
南足柄店、鴨宮店、中町店、大井町店、久野店、蛍田店、大磯店、
クイーンズマートヤオマサ

マキヤ様（エスポット）
淵野辺店、新横浜店、伊勢原店、湯河原店
フードストアあおき様 横浜天神橋店
マックスバリュウ関東様 津田山店、木月住吉店

埼玉県
三浦屋様
グルメエミオ新所沢店
スーパーアルプス様
飯能美杉台店
スーパーバリュー様 上尾愛宕店、越谷店
マックスバリュウ関東様 蕨店、大牧店

千葉県
石原様
エコ・ピア八幡店、エコ・ピア薬円台店
リンコス様 ベイタウン店
村の市場様 東金店
マックスバリュウ関東様 木更津太田店、おゆみ野店、木更津請西店、辰巳台店、

コープ二条駅店、コープきぬがさ店、コープ下鴨店、
コープ男山、コープさがの、コープ桃山、コープパリティ

兵庫県
平和堂様 アル・プラザあまがさき
イトーヨーカ堂様 加古川店
スーパーフレッシュさとう様 豊岡九日市店
マルナカ様（マックスバリュ西日本） 東浦店、南あわじ店、洲本内膳店
山陽マルナカ様（マックスバリュ西日本） 加古川店、玉津店、広畑店
イズミ様 ゆめタウン丹波店
京美様 尼崎店（あまがさき阪神デイリーマート 内）
オークワ様 三田店
パントリー＆ラッキー様

奈良県
近商ストア様
オークワ様

キューピット様

栗山店、中山店、南紫竹店、下本町店、出来島店、豊栄店、

岡谷店、諏訪店

パントリー＆ラッキー様

ラッキー王寺店、ラッキーやまと小泉店

婦中店、城川原店、立山店、パル店、魚津本江店、サンプラザ店、藤木店

PLANT様

石川県
平和堂様 アル・プラザ加賀、アル・プラザ小松、アル・プラザ金沢、アル・プラザ鹿島
どんたく様
アスティ店、かほく店、津幡シグナス通り店、西南部店

福井県
平和堂様

かつらぎ店、みなべ店、和歌山中之島店、メッサオークワガーデンパーク和歌山店、

オークワ様
パレマルシェ新所原店
イオン様
イオン浜松市野店、イオンスタイル冨士宮
プランエコ様
とれたて食楽部
マキヤ様（エスポット） 新富士駅南店、藤枝店、静岡東店、沼津駅北店、富士宮店、
清水天王店

フードストアあおき様
しずてつストア様

滋賀県
ビバシティ平和堂、アル・プラザ野洲、フレンドマート守山、水保店、
アル・プラザ堅田、アル・プラザ瀬田、坂本店、和迩店

岡山県
ニシナフードバスケット様

中仙道店、中島店、西原店、神田店、堀南店、笠岡店、

児島下の町店、羽島店、福島店、連島中央店、中畝店、総社東店、西阿知店、三門店、
矢掛小田店、水島北店、玉野長尾店、西大寺店、玉島柏島店、南輝店、真備店

山陽マルナカ様（マックスバリュ西日本）平井店、チボリ店、山陽店、益野店、
イズミ様 ゆめタウン倉敷店、ゆめタウン高梁店
天満屋ストア様
天満屋ハピータウン：原尾島店、岡北店、岡南店、児島店、玉野店
天満屋ハピーズ：国府市場店、高野店、アリオ倉敷店

広島県
フジ様 竹原店、庚午店、井口店、白島店、三篠店、海田店、廿日市店、グラン神辺店、

ゆめタウン呉店、ゆめタウン祇園店、ゆめタウン安古市店、
ゆめタウン東広島店、ゆめタウン大竹店、ゆめタウン広島店
天満屋ハピータウン

キヌヤ様

スーパーセンターオークワ瑞浪店、スーパーセンターオークワ多治見店、

ハローデイ様

スーパーセンターオークワ養老店、スーパーセンターオークワ坂祝店

フジ様

天満屋ハピーズ：郡家店

穂波店、九工大前店、田川店、後藤寺店、新宮中央店、下曽根店

丸珠物産様
サンリブ木の葉モール橋本店、サンリブ西小倉店、サンリブ朝日ヶ丘店、
サンリブ貴船店、サンリブシティ小倉店、サンリブ守垣店、サンリブ若松店、

サンリブ筑後店、サンリブ久留米店、マルショク諸岡店、マルショク西門司店、
マルショク冨野店、マルショク重住店、マルショク曽根店、マルショク一枝店、
マルショク南風店、マルショク豊前店、マルショク来春店

イズミ様
ゆめタウン遠賀店、ゆめタウン筑紫野店、ゆめタウン行橋店、
ゆめタウン博多店、ゆめタウン大牟田店、ゆめタウン久留米店

ダイレックス様

片江店

海峡ゆめタワー前店、綾羅木店

グラン岩国店、グラン山口店、グラン宇部店、新南陽店、長門店、小郡店、西宇部店

ひびきの店

ルミエール様

宮田店、穂波店、水巻店、苅田店、行事店、椎田店

イオン様

マックスバリュ九州様
まいづる様

サンリブ阿知須店、サンリブ下松店、サンリブ萩店

丸珠物産様

イズミ様

ゆめタウン南岩国店、ゆめタウン長府店、ゆめタウン防府店、

エレナ様

ゆめタウン宇部店、ゆめタウン山口店、ゆめシティ店、ゆめタウン徳山店

ダイレックス様

ライフガーデン鳥栖店

長崎県
イオン様

イオン大塔ショッピングセンター、イオンチトセピア店

国府店、遠田店、七日市店、プリル店、傘柄店、二宮店、西益田店、

マックスバリュ九州様

益田SC店、津和野店、都野津店、横田店、渡津店、東町店、金城店、

エレナ様

ひなし店、久城店、緑ヶ丘店、中吉田店

イズミ様

相浦店、大野店、相生店、えきマチ一丁目店、大塔店、させぼ五番街店、大村中央店、
川棚店、広田店、竹松店、島原店、久原店、時津店、稲佐店、

ゆめタウン出雲店、ゆめタウン浜田店、ゆめタウン益田店、ゆめタウン斐川店

香川県
マルナカ様（マックスバリュ西日本）

田町店、三木店、琴平店、円座店、

S東美様

サイキバリュー様 三ツ島店

浜松店

スーパーバリュータケスエ様

大浦店

ダイキョービッグバリュー様

福江店

イズミ様

国分寺店、パワーシティ屋島 B棟店、パワーシティ レインボー店、通町店、広場店、

スーパーセンターオークワみえ朝日インター店

仏生山店、木太店、水田店、屋島西町店、林店、松福店、八栗店、郡家店、長尾店、

イオン様

新土庄店、パワーシティ丸亀店、坂出店、スーパーセンター宇多津店、観音寺店、

マックスバリュ九州様

パワーシティ善通寺店、山本店（食品館）、宇多津店、丸亀店、飯山店、豊浜店、

ハローデイ様

マルナカイオンタウン宇多津店、土器店、まんのう店、

イズミ様

フレンドマート健都店、フレンドマート彩都店、アル・プラザ枚方、

イズミヤ様

フレンドマート東寝屋川店、フレンドマートビバモール寝屋川店、

フジ様

アル・プラザ香里園、フレンドマート交野店

マルヨシセンター様

イトーヨーカ堂様

フレッシュバザール様
近商ストア様

イズミ様

八尾店
枚方松ヶ丘店

枚方店（阪急オアシス枚方出口店内）、ふくまる通り５７店（阪急オアシス福島店内）

大阪いずみ市民生活協同組合様

コープ城山、コープ大野芝、コープ貝塚、

コープ和泉中央、コープ泉佐野、コープ岸和田、コープいこらも～る泉佐野

オークワ様

コープかがわ様
ミワ商店様

いよてつ髙島屋様
フジ様

パントリー＆ラッキー様

イオン高城ショッピングセンター、イオンパークプレイス大分店

トキハインダストリー様

ミラクルタウン郷東店

わさだタウン店、別府店

アテオ下郡店、南大分センター、富士見が丘店、若草公園店、アテオ学園台センター、

丸珠物産様

サンリブ中津店

イオン様

イオン延岡ショッピングセンター

ラッキー鴻池店、ラッキー交野店、ラッキー長瀬店、ラッキー枚方店、

グラン松山店、グラン重信店、夏目店、和気店、安城寺店、姫原店、松江店、垣生店、

タイヨー様

ラッキー忍ケ丘駅前店、パントリー蒲生店、パントリー都島店、

北斎院店、古川店、藤原店、道後店、南久米店、砥部店、伊予店、見奈良店、内子店、

パントリー八尾店、パントリー住道駅店、パントリーJR高槻駅店

グラン大洲店、グラン北浜店、グラン北宇和島店、宇和店、八幡浜店、広見店、

イオン様

宇和島店、南宇和店

マックスバリュ九州様

羽曳野西浦店、セントラルスクエア西宮原店

マルナカ様（マックスバリュ西日本）高岡店、清住店、北条店、東予店、大洲店、
中央通り店、久保田店、土居田店、三島店、新居浜本店、和泉店、西条店、東石井店

イズミ様 ゆめタウン中津店、ゆめタウン別府店

宮崎県

サン・フレッシュいよてつ髙島屋店

グラン川之江店、グラン新居浜店、グラン西条店、グラン今治店、

マックスバリュ九州様

ライフコーポレーション様

宇佐四日市店、豊後高田店、三重店、佐伯店、中津店、

あけのアクロスタウン店、春日浦フードスタジアム、アムス大在店、玖珠センター、

川之江店、三島店、新居浜駅前店、本郷店、東予店、今治店、エミフルMASAKI店、

ラッキー寝屋川店、ラッキー四条畷店、

別府上原店、豊後高田店

鶴見園店、日出町店、長洲店、

愛媛県

岸和田八田店、堺美原店、狭山店、河内長野店、泉大津店、泉佐野松風台店

大分県
イオン様
トキハ様

ＪＲ丸亀店

和泉中央店、スーパーセンターオークワ和泉納花店、ウィンディ岸和田店、

ゆめタウンはません店、ゆめタウン光の森店、

マックスバリュ九州様

ピカソ多度津店、ピカソ詫間店、ピカソ三野店、ピカソこんぴら街道店

イスミ様 本店

ゆめタウンあらお店、ゆめタウン大江店

坂出店、うたづ店、飯山店、郡家店、観音寺店、志度店、三木店、

わくわくシティ尾崎店、岬店、高石羽衣店、和泉小田店、大東店、

田崎店

南熊本店、さくらの森店、長嶺店、菊南店

牟礼店、屋島店、栗林店、太田店、扇町店、一宮店

ママイ様（フレッシュバリュー）
エースワン様

イオン熊本店

木太店、松縄店、グランデリーズ太田店、ウイングポート店、

ゆめタウン高松店

布施店、ハーベス天王寺、ハーベス上本町、ハーベスはびきの店

浜屋百貨店様 本店

ゆめタウン夢彩都店

熊本県

グラン十川店、グラン丸亀店、志度店、楠上店

茜町店、国分寺店、池園店、善通寺店、グランデリーズ飯山店、グランデリーズ昭和町店

法円坂店

諫早中央店、空港通り店、長与店

小江原店、福田店、矢上店、深堀店、業務スーパー 瀬戸越店、平戸店、

志度店、香西店、大野店、綾南店、高瀬店、栗林南店、宮脇店、新田店、白鳥店、

平和堂様

イズミ様 ゆめタウン佐賀店

サンリブ鳥栖店
嬉野店、業務スーパー 嬉野店

幡生店

島根県
キヌヤ様

南佐賀店、RC蔵上店

本店、スリーナイン店、キャロット西唐津店、キャロット浜玉店

スーパーセンターオークワいなべ店、紀伊長島店、プライスカット度会店、

大阪府

井筒屋様 小倉店

イオン佐賀大和

丸珠物産様

イオン熱田店、イオン八事店、イオンナゴヤドーム前店、イオン大高店、

イオン鈴鹿ベルシティ店

門司店、下曽根店、香椎店

カーニバル様

亀山店、有馬店、熊野店、プライスカット伊勢二見店、プライスカット尾鷲店、

イオン様

岩田屋様 本店

和白店

高宮店、花畑店、百道店、薬院六つ角店、トレゾ店

佐賀県

ひやこ店、須佐店、江崎店、菊ヶ浜店

三重県

京美様

那珂川店、春日店、井尻店、大佐野店、国分店、中尾店、岡垣店、直方店、柏の森店、

ボンラパス様

ダイレックス様

久居庄田店、松阪長月店、鈴鹿高岡店、鈴鹿木田店、伊賀新堂店、

香椎店、橋本店、松崎店、次郎丸店、姪浜店、長尾店、宗像店、志免店、新宮店、

下関店『フレッシュワン』

パレマルシェ池下店、パレマルシェ西春店、パレマルシェ河和店

オークワ様

横代店、足原店、門司港店、コスタ行橋店、別府店、西新店、ハローパーク周船寺店、

サトー食鮮館様

山口県
大丸様

蒲郡店、豊川店、東店、高師店、魚町本店

大手町店、本城店、古賀店、マークイズ福岡ももち店、井堀店、
徳力本店、共立大前店、黒崎店、西門司店、南方店、下上津役店、若松店、貫店、

吉田店

名古屋守山店、岡崎インター店、愛西プラザ店、蟹江店、

サンヨネ様

ポートプラザ店

鳥取県

スーパーセンターオークワ可児坂戸店、パレマルシェ西可児店、

イオン岡崎南店、イオンスタイル常滑

レガネット福津店、レガネット千早店、レガネット姪浜店、スピナマート大手町店

ハローデイ様

広店、焼山店、阿賀店、片山店、江田島店、竹原店、大野店、陽光台店、

天満屋ストア様

愛知県

イオン様

レガネット飯倉店、レガネット大宰府店、レガネット柳川店、宇美店、砂津店、

サンリブ黒崎店、サンリブ直方店、サンリブ田川店、サンリブくりえいと宗像店、

丸珠物産様 サンリブ可部店、サンリブ新五日市店、サンリブ付中店
山陽マルナカ様（マックスバリュ西日本） 白島店、可部店
イズミ様 ゆめマート三次店、ＬＥＣＴ店、ゆめタウン廿日市店、

スーパーセンターオークワ関店、パレマルシェ名鉄岐阜店、

パレマルシェ堀田店、パレマルシェ中村店、パレマルシェ神宮店、

レガネット朝倉街道店、レガネット美鈴の社店、久留米タミー店、
レガネット天神店、レガネット城西店、レガネット大橋店、スピナソラリエ高見店、

サンリブ高須店、サンリブ折尾店、サンリブ木屋瀬店、サンリブ三ヶ森店、

スーパーセンターオークワ中津川店、プライスカット柳津店、

春日井宮町店、なるぱーく店

RC甘木店、RC城野店

グラン緑井店、グラン広島店、フジナタリー店、戸坂店、三入店、小網店

スーパーセンターオークワ美濃インター店、美濃加茂店、

オークワ様

上の原店、小倉愛宕店、黒崎店、千早店、前原店、
田主丸店、エクスプレス大橋店、エクスプレス四日市店、郡司西店、RC友丘店、

グラン尾道店、グラン三原店、グラン東広島店、グラン安芸店、グラン高陽店、古市店，

藤三様

平和堂様

イオン戸畑ショッピングセンター、イオン乙金ショッピングセンター、

マックスバリュ九州様

西鉄ストア様

草津店（阪急オアシス草津店 内 ）

岐阜県

食彩館、桐生店、国府店、石浦店、ピュア店、三福寺店

福岡県
イオン様

イオン直方店、イオン福津店、イオンなかま店、イオンスタイル笹丘店、

岩出西店、ロマンシティ御坊店、プライスカット御坊店

入江店、沼津駅前店、大岡店、富士吉原店、富士駅南店、長泉店

イオン岐阜店

潮江店、横浜店、赤岡店
土佐ショッピング店、佐川ショッピング店、サンプラザ越知店、
新鮮館天王店、新鮮館緑が丘店

イオン香椎浜、イオン八幡東、イオン福岡店、イオン大野城ショッピングセンター、

掛川店、菊川店、島田店、駿河台店、藤枝水守店、藤枝高洲店、

ファミリーストアさとう様

一宮店

パビリオンシティ田辺店、オーシティ田辺店、那賀店、海南幡川店、海南野上店、

天満屋ストア様

イオン様

エーマックス

秦泉寺店、高知駅前店、十津店、御座店、神田店、横内店、朝倉店、

オーストリート橋本彩の台店、高野口店、スーパーセンターオークワ南紀店、

下田広岡店、函南店、御殿場店、富士店、沼津店、伊東店

スーパーセンターオークワテラスゲート土岐店、西改田店、

コープよしだ店、コープかもべ店

六十谷店、メッサオークワ高松店、プライスカット神前店、箕島店、新宮仲之町店、

安東店、千代田店、あさはた店、末広店、新静岡セノバ店、流通通り店、田町店、

オークワ様

グラン葛島店、桜井店、グラン高知店、グラン野市店、グラン四万十店、宿毛店

イオン筑紫野店、イオン穂波ショッピングセンター、イオンマリナタウン店、
イオン福岡伊都、イオンショッパーズ福岡店、イオン若松ショッピングセンター、

アル・プラザベル（福井市）、アル・プラザアミ（坂井市）

静岡県

ベルティス店、ラヴィーナ店、佐川店、オリビオ店、クレア店、
高須店、針木店、カルディア店、クラージュ店、ヴィアン店、朝倉店、

サンプラザ様

高屋店、茶屋町店、中島店、美作店、下中野店、新倉敷店、倉敷マスカット店、築港店

PLANT-3滑川店

一宮店、旭店、安芸店、野市店、
奈半利店、南国店食彩館Ｂ、須崎店、四万十店、中村一条店

和歌山県
オークワ様

富山県

上飯野店、栗島店、太郎丸店、北新町店、本郷南店、赤田店、メルシー店、呉羽店、

四万十店、清水店

マルナカ様（マックスバリュ西日本）

こうち生協様
エースワン様
エースワン様

京美様

平和堂様 アル・プラザ富山
大阪屋ショップ様 入善店、佐野店、アプリオ店、砺波店、氷見店、滑川店、新庄店、

高知県
あぞの店、高須店、神田店、瀬戸店、土佐道路東店、六泉寺店、
中万々店、山手店、御座店、南国店、伊野店、サニーアクシスいの店、高岡店、

フジ様

大和高田店、スーパーセンターオークワ桜井店、葛城忍海店、大淀西店

脇町店、フレスポ阿波池田店

サニーマート様

香芝逢坂店、香芝インター店、生駒菜畑店、天理南店、サンクシティ榛原店、

長野県
いちやまマート様

大津店、国府店、城南店、中吉野店、八万店、名東店、上中店、橘店

デイリーマート様

スーパーセンターオークワ富雄中町店、橿原常盤店、橿原醍醐店、橿原真菅店、

平和堂様

新潟駅前店

フジ様 グラン阿南店、グラン北島店、グラン石井店
マルヨシセンター様 城南店、アクアシティー店
イズミ様 ゆめタウン徳島店
サンシャイン様 池田店
セブン様
藍住店、石井店、安宅店、田宮店、よこす店、大林店、津の峰店、富岡店、

サンシャイン様

早通店、松浜店、亀田店、かめだ三條岡店

けんこう市場様

三加茂店、二軒屋店、脇町店、柿原店、
パワーシティ鳴門店、徳島店、藍住店、パワーシティ鴨島店、鴨島店、北島店、成長店

奈良古市店、メッサオークワ北登美ヶ丘店、尼ヶ辻店、田原本店、
スーパーセンターオークワ田原本インター店、橿原坊城店、橿原敏傍店、

オークワセントラルシティ和歌山店、大浦街道店、すさみ店、白浜堅田店、串本店、

新潟県

徳島県

近鉄プラザ真美が丘店

本社中島店、スーパーセンターオークワパームシティ和歌山店、スーパーセンター

竜王アルプス通り店、赤坂店、上野原店、増坪店、池田店、
山梨店、一宮店、塩山店、徳行店、塩部店、玉穂店、双葉店、城山店

八幡浜店、宇和島店、 エーマックス愛南店

マルナカ様（マックスバリュ西日本）

パントリー明石店、パントリー西神店、パントリーJR宝塚駅店

稲毛長沼店、成田富里店

いちやまマート様

三島店、川之江店、上分店、沢津店、
松山店（フレッシュバリュー）、伊予店、松山店（フレッシュバリューラヴィ）

ラッキー中山寺店、パントリーフォレスタ六甲店、パントリー芦屋店、

習志野台店、野田七光台店、東習志野店、松ヶ崎店、新船橋店、幕張店、新松戸店、

山梨県

束本店、ひさえだ店、三津店、喜田村店、今治店、山根店、

ママイ様（フレッシュバリュー）
エースワン様

円町店（阪急オアシス円町店 内）

京都生活協同組合様

愛媛県
マルヨシセンター様 余戸店、新居浜店
サンシャイン様 宇和島店
コープえひめ様
中萩店、金子店、宇高店、神郷店、土居店、余戸店、久米店、

都城店

宮崎駅東店、南延岡店、西都店

ながの屋様 うめこうじ日向店、日向市駅前店

鹿児島県

タイヨー様

イオン鹿児島、イオン鹿児島鴨池店
武岡店、東郡元店、オプシアミスミ店

サンキュー和田店、グラード伊集院店、ONLYONE東郡元店、花棚店、

大竜店、枕崎店、伊敷店、上荒田店、指宿店、サンキュー新栄店、

