
⼾塚醸造店「⼼の酢」 

全国の⾃然⾷品店 取扱店⼀覧 

 

あいのさと                  北海道 ⾃然⾷品 

ナチュルココ            北海道 ⾃然⾷品 

ふきのとう オホーツク陽光    北海道 ⾃然⾷品 

まほろば本店            北海道 ⾃然⾷品/卸 

まほろば厚別店              北海道 ⾃然⾷品/卸 

油屋福六                    ⻘森県 ⾃然⾷品 

エリナ⼋⼾                  ⻘森県 ⾃然⾷品 

マルシメ スーパーモールラッキー    秋⽥県 量販スーパー 

オーク・ナチュラルストア          宮城県 ⾃然⾷品/カフェ 

グリーンサムいちば          宮城県 ⾃然⾷品 

あらかい                  福島県 ⾃然⾷品 

お⽶の専⾨店 ⼭城屋         福島県 ⾃然⾷品 

善林庵                      福島県 ⾃然⾷品 

FOURʼS MARKET              福島県 量販スーパー 

モクレンの⽊                福島県 ⾃然⾷品 

ミンクスネットワーク        茨城県 ⾃然⾷品 

⼋百屋 兎              茨城県 ⾃然⾷品 

有機農家が作ったオーガニックの店   茨城県 ⾃然⾷品 

Ritzʼn                茨城県 ⾃然⾷品/カフェ 

栄太楼                栃⽊県 

ラディアンス  ソース        栃⽊県 ⾃然⾷品/医院治療院 

ララマルシェ            栃⽊県 ⾃然⾷品 

お元氣ですか                群⾺県 ⾃然⾷品 

クスクシュ               群⾺県 ⾃然⾷品/エステ美容 



げんきの市場                埼⽟県 ⾃然⾷品 

健康ハウス新所沢本店          埼⽟県 ⾃然⾷品 

有機の⾥若葉店              埼⽟県 ⾃然⾷品 

⻑寿⾷堂かぐれ            千葉県 

ベアーズ                    千葉県 ⾃然⾷品 

MICHIYA                     千葉県 ⾃然⾷品 

あひるの家                  東京都 ⾃然⾷品 

イノチの糧屋             東京都 ⾃然⾷品 

うちの⽶うまいよ            東京都 ⾃然⾷品 

えころじあ                  東京都 ⾃然⾷品/ネット 

ＧＡＩＡ代々⽊上原店        東京都 ⾃然⾷品 

Kitchen Garden            東京都 ⾃然⾷品/ネット 

経堂⾃然⾷品                東京都 ⾃然⾷品 

こくさいや                  東京都 ⾃然⾷品 

サンピュア                  東京都 ⾃然⾷品 

Siki_glocal                             東京都 ⾃然⾷品 

太陽のひろば            東京都 ⾃然⾷品/ネット 

ナチュラル            東京都 ⾃然⾷品/ネット 

⼈参                        東京都 ⾃然⾷品 

FOOD&COMPANY        東京都 ⾃然⾷品 

やさい村            東京都 ⾃然⾷品 

ワノサト合同会社            東京都 ⾃然⾷品 

イノチナッチュ              神奈川県 ⾃然⾷品/仕⼊ 

O･M よこい鎌倉市⼿広        神奈川県 ⾃然⾷品/通販宅配 

湘南 EM ハウス エコライフゆた     神奈川県 ⾃然⾷品/料理教室 

すえひろトレッサ横浜店      神奈川県 ⾃然⾷品 

太陽⾷品               神奈川県 通販宅配/⾃然⾷品 



Ｌｅａｆ                    神奈川県 ⾃然⾷品 

すえひろトレッサ横浜店      神奈川県 ⾃然⾷品 

百屋                神奈川県 ⾃然⾷品 

アトピー⺟の会              ⻑野県 ⾃然⾷品 

Maru Café                             ⻑野県 ⾃然⾷品 

yawaragiya            ⻑野県 ⾃然⾷品 

サンフーズ                  新潟県 ⾃然⾷品 

なるほ堂                    新潟県 ⾃然⾷品 

元氣界                      静岡県 ネット販売/⾃然⾷品 

健康⾷品専⾨の店            静岡県 ⾃然⾷品 

コスモレイ                  静岡県 ⾃然⾷品 

たま屋                     静岡県 ⾃然⾷品 

アートライフ                愛知県 ⾃然⾷品 

寿元ナゴヤ⼭⽥              愛知県 ⾃然⾷品 

ナチュレ知多            愛知県 ⾃然⾷品 

ヘルシングあい            愛知県 ⾃然⾷品/ネット 

和楽安全で純正 アカツカ     愛知県 ⾃然⾷品 

アルティ            岐⾩県 ⾃然⾷品/ネット 

ラハール                    岐⾩県 ⾃然⾷品 

かねこや            三重県 ⾃然⾷品/ネット 

KOMATSU            ⽯川県 ⾃然⾷品 

ヴィレッジれん            京都府 その他/⾃然⾷品 

DONGURI            京都府 ⾃然⾷品/ネット 

⼿づくり舎ファーモア        滋賀県 ⾃然⾷品 

奈良恵友堂            奈良県 ⾃然⾷品 

クレヨンハウス⼤阪店        ⼤阪府 ⾃然⾷品 

健友館城東店                ⼤阪府 ⾃然⾷品/カフェ 



根っこや                    ⼤阪府 ⾃然⾷品 

はっこうふうず              ⼤阪府 ⾃然⾷品 

オーガニックワン御影クラッセ    兵庫県 ⾃然⾷品 

HareBare            兵庫県 ⾃然⾷品/通販宅配 

海松アイユー                岡⼭県 ⾃然⾷品 

VETTA                岡⼭県 ⾃然⾷品 

ショージ寺家駅前店        広島県 量販スーパー 

ビバ流通センター            広島県 ⾃然⾷品/仕⼊ 

りょうえん            ⼭⼝県 ⾃然⾷品 

ひまわり            島根県 ⾃然⾷品/料理教室 

DEPOT               徳島県 ⾃然⾷品 

バリューノア本店            ⾼知県 量販スーパー 

安全な商品を普及        福岡県 ⾃然⾷品 

逸品百彩ももち浜            福岡県 ⾃然⾷品/⼀般⾷品 

おくなが屋                  福岡県 ⾃然⾷品 

Sky walk organic            福岡県 ⾃然⾷品 

グレース                    ⻑崎県 ⾃然⾷品 

⾃然館(⻑崎)                ⻑崎県 ネット販売/⾃然⾷品 

ろーたす            ⻑崎県 ⾃然⾷品 

野の花                      ⻑崎県 ⾃然⾷品 

美屋 ⽔永恒明            ⼤分県 ⾃然⾷品 

ビオ天粧錦が丘              熊本県 ⾃然⾷品 

⼤⼝⾷養村                  ⿅児島県 ⾃然⾷品/仕⼊ 

沖縄⾃然医⾷センター        沖縄県 ⾃然⾷品/料理教室 

ハッピーモア市場             沖縄県 ⾃然⾷品/カフェ 

pocoapoco                   沖縄県 ⾃然⾷品 

マザーズアイ                沖縄県 ⾃然⾷品/料理教室 


