
掲載事業者一覧
くだもの・野菜・米・餅
菅野房吉商店 福島市 P2・P3・P4・P5
種まきうさぎ 伊達市 P2・P4・P5
菱沼農園 福島市 P2・P3
自然栽培の薄井農園 須賀川市 P2・P3
りんご屋さとう 福島市 P3
あんぽ柿の里 ガンバっぺぃ いさざわ企業組合 伊達市 P4
でんぱた 矢祭町 P4・P5
猪俣徳一商店 会津坂下町 P4
本田屋本店 会津若松市 P4
カトウファーム 福島市 P4
山城屋 会津若松市 P4
斎藤商店 白河市 P5
米夢の郷 会津美里町 P5
伊南の郷 南会津町 P5

お菓子・スイーツ・ジャム・はちみつ
ダイオー 福島市 P6
上菓子司 会津葵 会津若松市 P6
バウムラボ樹楽里 福島市 P6
柏屋 郡山市 P6
一味庵 福島市 P6
お菓子のさかい 石川町 P7
ニューキムラヤ 福島市 P7
種まきうさぎ 伊達市 P7・P10
太郎庵 会津坂下町 P7
ホテル華の湯 郡山市 P7
長門屋 会津若松市 P7
かんのや 郡山市 P8
みよし堂 郡山市 P8
明陽食品工業 白河市 P8・P9・P10
片平ジャージー自然牧場 伊達市 P8
自然栽培の薄井農園 須賀川市 P8
トーニチ 福島市 P9
菅野房吉商店 福島市 P9
森山 福島市 P9
江川米菓店 喜多方市 P9
相馬市 元祖相馬あられ本舗 南相馬市 P9
こぶしの里 玉川村 P9
山中煎餅本舗 喜多方市 P9
ルバーブの島田農園 西郷村 P10
東栄産業 郡山市 P10
渡辺養蜂場 二本松市 P10
ハニー松本 会津若松市 P10

肉・魚・加工品
鈴畜中央ミート 郡山市 P11
会津小林畜産 会津坂下町 P11
会津地鶏ネット 会津若松市 P11・P14
川俣町農業振興公社 川俣町 P12
庄助の宿瀧の湯 会津若松市 P12
ハム工房都路 田村市 P13
ハーブロード 北塩原村 P13
おのざき いわき市 P13
丸源水産食品 いわき市 P13
大川魚店 いわき市 P14
馬目商店 いわき市 P14
福島県漁業協同組合連合会 いわき市 P14
黒潮海苔店 南相馬市 P14・P15
大水 福島市 P14
清水屋 郡山市 P14
自然食品ばんだい 喜多方市 P14
ホテル華の湯 郡山市 P14
河内屋商店 柳津町 P15
石井農園 福島市 P15
香精 伊達市 P15
長久保食品 いわき市 P15
阿部農縁 須賀川市 P15
西野屋食品 いわき市 P16
会津物産 南会津町 P16
パイク 郡山市 P16

ラーメン・蕎麦・素麺・調味料
喜多方らーめん本舗 喜多方市 P16
河京 喜多方市 P17
五十嵐製麺 喜多方市 P17
星醸造 喜多方市 P17・P19
来夢 喜多方市 P17
会津製麺工業 会津若松市 P17
奈良屋 南会津町 P17
あらい屋製麺所 郡山市 P18
若喜商店 喜多方市  P18・P19
やない製麺 福島市 P18
あぐりかる 三春町 P18
旭屋 郡山市 P18
たふぃあ いわき市 P18
奥会津昭和村振興公社 
道の駅からむし織の里しょうわ 昭和村 P18
いわきオリーブ いわき市 P18
会津天宝醸造 会津若松市 P19
淀屋　武藤合名会社 喜多方市 P19
山口こうじ店 白河市 P19
根田醤油 白河市 P19
南相馬農地再生協議会 南相馬市 P19
栄和興産 古殿町 P19

日本酒・その他お酒・ジュース類
奥の松酒造 二本松市 P20
辰泉酒造 会津若松市 P20・P21
末廣酒造 会津美里町 P20
人気酒造 二本松市 P20・P21
榮川酒造 磐梯町 P21
大和川酒造店 喜多方市 P21・P22
渡辺酒造本店 郡山市 P21
金水晶酒造店 福島市 P21
花春酒造 会津若松市 P21
稲川酒造店 猪苗代町 P21
地酒の森 郡山市 P22
豊國酒造 会津坂下町 P22
仁井田本家 郡山市 P22
民宿やまかのうや 只見町 P22
福島路ビール 福島市 P22
ふくしま農家の夢ワイン 二本松市 P22
ホンダワイナリー 猪苗代町 P22
福島県南酒販 福島市 P23
香精 伊達市 P23
淀屋　武藤合名会社 喜多方市 P23
ふくしま未来農業協同組合 伊達市 P23
菅野房吉商店 福島市 P24
自然栽培の薄井農園 須賀川市 P24
こぶしの里 玉川村 P24
食農価値創造研究舎 南会津町 P24
ワンダーファーム いわき市 P24
椏久里珈琲 福島市 P24
いわきオリーブ いわき市 P24

工芸品
会津クラフト 会津若松市 P25
福西惣兵衛商店 会津若松市 P25
大沼漆器店 会津若松市 P25
大堀相馬焼窯元　近徳　京月窯 福島市 P25
マルサ漆器製造所 喜多方市 P25
井上窯 二本松市 P25・P26
関漆器店 会津若松市 P25・P27
コサカ漆器店 会津若松市 P25・P26
千藤 会津若松市 P26
福島県授産事業振興会 福島市 P26
白春工芸 会津坂下町 P26
会津木綿手づくり工房ＭＯＮ＆ＭＡＲＩ 南会津町 P26
奥会津昭和村振興公社
道の駅からむし織の里しょうわ 昭和村 P26
斎脩絹織物 川俣町 P27
齋栄織物 川俣町 P27
はらっぱ 会津若松市 P27
第一印刷 福島市 P27
アサヒ研創 郡山市 P27
山形屋本店 会津若松市 P27
民藝サトウ 郡山市 P27
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