2021「春之純米酒アラバシリ」福井県内販売店
■福井エリア
店名

住所

TEL

酒いしかわ

福井県福井市西木田２－４－１２

0776-36-0206

かがみや ベル店

福井県福井市花堂南２－１６－１

0776-34-2325

亀井酒店

福井県福井市宝永３－３２－１４

0776-22-1696

これがうまいんじゃ大津屋 エルパ店

福井県福井市大和田２－１２１２ フェアモールＬＰＡ１F

0776-57-2553

株式会社大津屋 Kirari

福井県福井市中央１－2－1 ハピリン2階

0776-25-0291

西武百貨店 福井店 和洋酒売場

福井県福井市中央１-８-１

0776-28-8205

竹内酒店

福井県福井市高木中央２－３８０３

0776-54-6888

ハニー 木村食彩館 やしろ店

福井県福井市若杉１０２１

0776-34-3030

ハニー クランデール二の宮店

福井県福井市二の宮２－３－８

0776-21-8851

ハニー 新鮮館つくし野

福井県福井市八重巻町２０１

0776-56-8200

ハニー 新鮮館灯明寺

福井県福井市舟橋黒竜１－１１０

0776-21-8200

ハニー 新鮮館大安寺

福井県福井市仙町4-1-1

0776-59-1212

ハニー 富士屋 木田店

福井市木田3丁目2302

0776-35-1182

浜町安文商店

福井県福井市中央３丁目３－１５

0776-21-4632

バロー 久喜津店

福井県福井市久喜津町５５－１

0776-33-6166

バロー 新田塚店

福井県福井市二の宮５－１８－３２

0776-21-5771

バロー 福井南店

福井県福井市下馬３－４１８

0776-33-6300

バロー 町屋店

福井県福井市文京１－１６－１

0776-26-3255

バロー 米松店

福井県福井市米松２－２１－１８

0776-53-3131

福井市観光物産館 福福館

福井県福井市中央１－２－１ ハピリン２Ｆ

0776-20-2929

PLANT-3（清水店）

福井県福井市三留町２１号４番地

0776-98-7300

ヤスサキグルメ館 パリオ店

福井県福井市松城町１２－７

0776-25-8420

ヤスブン 四ッ居店

福井県福井市四ッ居１－１１－３

0776-53-8208

ヤスブン ワッセ店

福井県福井市久喜津町５２－２０

0776-33-7848

リカーワールド華 江守店

福井県福井市江守中２－１５１７

0776-34-3111

リカーワールド華 光陽店

福井県福井市光陽３－７－２２

0776-30-0550

リカーワールド華 二の宮店

福井県福井市経田２－３０５

0776-25-0086

リカーワールド華 プラザ店

福井県福井市新保７－１８

0776-52-5580

リカーワールド華 本店

福井県福井市下馬３－３０８

0776-33-0080

ワイプラザグルメ館 江守店

福井県福井市舞屋町７－１０９

0776-35-0670

ワイプラザグルメ館 新保店

福井県福井市新保北１－３０３ ワイプラザ福井店内

0776-52-6718

ワイプラザグルメ館 福井南店

福井県福井市羽水２－８０２

0776-33-8130

ワイプラザグルメ館 松本店

福井県福井市松本３－１６－５７

0776-28-2001

■坂井エリア
店名

住所

TEL

リカーワールド華 坂井店

福井県坂井市坂井町下新庄１６－１５－１

0776-72-2488

かじ惣 丸岡インター店

福井県坂井市丸岡町里丸岡２－２

0776-67-0013

斉藤酒店

福井県坂井市丸岡町南霞１－１６

0776-66-0384

バロー 春江店

福井県坂井市春江町随応寺25号19番地

0776-58-0166

ワイン＆ギフトひらた

福井県坂井市春江町随応寺１６－１１ ショッピングプラザアミ

0776-51-3233

ジェスタ イーザ

福井県坂井市三国町三国東５－１－２０ イーザ内

0776-82-3131

ハニー 食彩館みくに店

福井県坂井市三国町三国東７－５１３

0776-81-6670

びょうぶや

福井県坂井市三国町北本町４－４－４０

0776-82-0075

有限会社 ウチダ

福井県あわら市大溝２－３３－１３

0776-73-0203
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ハニー ビックベリーマーケット芦原店

福井県あわら市舟津４６－３０－１

0776-78-4755

ハニービッグマート 高塚店

福井県あわら市春宮2丁目17-13

0776-73-5547

バロー 金津店

福井県あわら市大溝3丁目4-14

0776-73-1916

酒のまるこ

福井県あわら市温泉５丁目５０１

0776-77-2129

■奥越エリア
店名

住所

TEL

かじ惣 勝山店

福井県勝山市荒土町新保４－２－１

0779-89-3456

ハニー 新鮮館かつやま

福井県勝山市猪野毛屋１３－１３

0779-88-8200

ハニー中吉 サンプラザ店

福井県勝山市元町１－７－２８

0779-87-2223

バロー 勝山店

福井県勝山市昭和町１－１１－５０

0779-87-1533

ヤシキ酒店

福井県勝山市芳野町１－３－１０

0779-88-0601

かじ惣 リブレ店

福井県大野市月美町４－８

0779-65-5540

かじ惣 ヴィオ店

福井県大野市鍬掛１７－１７－１

0779-65-8600

ハニー新鮮館 大野インター

福井県大野市中保９－１５

0779-66-7777

ハニー新鮮館 こぶし通り

福井県大野市神明町１１１０

0779-66-8100

ハニー新鮮館 三番通り

福井県大野市中荒井町１丁目727

0779-65-8888

バロー こぶし通り

福井県大野市天神町６－１５

0779-66-1755

リカーワールド華 ヴィオ店

福井県大野市鍬掛１７－１７－１

0779-66-7787

■丹南エリア
店名

住所

TEL

バロー 神明店

福井県鯖江市糺町３０－１０－１

0778-53-2760

バロー 東鯖江店

福井県鯖江市東鯖江１－６－８

0778-51-8936

リカーワールド華 サンドーム前店

福井県鯖江市定次３３３

0778-51-7800

ワイプラザグルメ館 鯖江店

福井県鯖江市有定町３－１－１

0778-54-8280

ワイプラザグルメ館 東鯖江店

福井県鯖江市新横江１－８０１

0778-52-6211

石井雄二郎商店

福井県越前市幸町４－１

0778-23-3400

バロー 国高店

福井県越前市国高1丁目2-2

0778-21-1722

バロー 武生店

福井県越前市日野美２－１８－１

0778-24-2011

ワイプラザグルメ館 武生店（楽市）

福井県越前市横市町２８－１４－１

0778-21-2670

ワイプラザグルメ館 武生南店

福井県越前市松森町１６字東大塚５－１

0778-24-2821

ヤスブン 武生店

福井県越前市芝原５－１３－２２

0778-25-6078

リカーワールド華 越前店

福井県越前市片屋町６１－２１－２

0778-22-7880

■嶺南エリア
店名

住所

TEL

海道物産株式会社 敦賀３号店

福井県敦賀市若葉町１－１５３１ 日本海さかな街内

0770-21-3804

バロー 木崎店

福井県敦賀市木崎２０－１２

0770-24-4630

バロー 敦賀店

福井県敦賀市野々９号東中堀

0770-25-2122

リカーワールド華 敦賀店

福井県敦賀市木崎５－１５－１

0770-22-8710

ワイプラザグルメ館 敦賀店

福井県敦賀市櫛林８－４－１

0770-20-1611

リカーワールド華 小浜店

福井県小浜市木崎３３－３９－１

0770-56-2230

岡商店

福井県三方郡美浜町郷市１４公文田２－１

0770-32-0071

PLANT-2（上中店）

福井県三方上中郡若狭町脇袋１１－１２－１

0770-62-2500

