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企業名 区分 店舗・拠点名 郵便番号 住所 電話番号

株式会社マークスホールディングス 本社・本部 本社 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町二丁目15番2　卸町会館3F 022-290-6968

株式会社おーばんホールディングス 本社・本部 本社 994-0002 ⼭形県天童市乱川三丁目12番1号 023-679-5505

株式会社おーばんホールディングス センター 物流センター 991-0003 ⼭形県寒河江市大字西根字上河原231-2 0237-83-3055

株式会社おーばんホールディングス センター DCセンター 989-2422 宮城県岩沼市空港南3-1-4　センコー臨海PDセンター内 022-788-0366

株式会社おーばん 本社・本部 本部 994-0002 ⼭形県天童市乱川三丁目12番1号 023-679-5505

株式会社おーばん 店舗 尾花沢店 999-4229 ⼭形県尾花沢市横町1-9-39 0237-22-1503

株式会社おーばん 店舗 村⼭店 999-3702 ⼭形県東根市温泉町3丁目14-11 0237-41-1111

株式会社おーばん 店舗 寒河江店 991-0044 ⼭形県寒河江市越井坂町145-3 0237-85-4711

株式会社おーばん 店舗 南天童店 994-0061 ⼭形県天童市東芳賀2丁目8-1 023-658-0511

株式会社おーばん 店舗 ⼭形東店 990-0061 ⼭形県⼭形市五十鈴2丁目2-25 023-615-1234

株式会社おーばん 店舗 ⼭辺店 990-0302 ⼭形県東村⼭郡⼭辺町緑ヶ丘1丁目2番地9 023-667-1129

株式会社おーばん 店舗 ⼭形嶋店 990-0885 ⼭形県⼭形市嶋北2丁目1-2 023-682-1129

株式会社おーばん 店舗 南尾花沢店 999-4228 ⼭形県尾花沢市上町３丁目3-16 0237-22-2001

株式会社おーばん 店舗 さくらんぼ東根店 999-3711 ⼭形県東根市中央1丁目9-28 0237-42-1129

株式会社おーばん 店舗 桜田南店 990-2322 ⼭形県⼭形市桜田南2-5 023-632-1129

株式会社おーばん 店舗 上⼭店 999-3123 ⼭形県上⼭市美咲町2丁目3-8 023-664-1129

株式会社おーばん 店舗 久野本店 994-0011 ⼭形県天童市北久野本1丁目8-20 023-665-5667

株式会社おーばん 店舗 寒河江西店 991-0041 ⼭形県寒河江市寒河江内の袋49−１ 0237-84-1515

株式会社おーばん 店舗 白鷹店 992-0832 ⼭形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙1027-2 0238-87-3328

株式会社うめや 本社・本部 本部 993-0033 ⼭形県長井市今泉552番地 0238-84-1785

株式会社うめや 店舗 サンプラザ店 993-0053 ⼭形県長井市中道1丁目4-49 0238-84-5205

株式会社うめや 店舗 川西店 999-0121 ⼭形県川西町上小松1216-2 0238-42-4626

株式会社うめや 店舗 南店 993-0013 ⼭形県長井市館町南12-52 0238-88-8181

株式会社うめや 店舗 南陽店 992-0472 ⼭形県南陽市宮内4524 0238-47-6111

株式会社うめや 店舗 長井北店 993-0081 ⼭形県長井市緑町9-77 0238-84-5353

株式会社うめや 店舗 南陽東店 999-2211 ⼭形県南陽市赤湯2950-1 0238-43-7729

フレスコ株式会社 本社・本部 本部 976-0042 福島県相馬市中村字宇多川町17番地 0244-36-3458

フレスコ株式会社 店舗 相馬店 976-0042 福島県相馬市中村字宇多川町17 0244-36-3458

フレスコ株式会社 店舗 亘理店 989-2351 宮城県亘理郡亘理町字上茨田49-1 0223-34-5225

フレスコ株式会社 店舗 鹿島店 979-2333 福島県南相馬市鹿島区寺内字本屋敷33 0244-46-1211

フレスコ株式会社 店舗 大河原店 989-1245 宮城県柴田郡大河原町新南56-1 0224-53-2035

フレスコ株式会社 店舗 東原町店 975-0037 福島県南相馬市原町区北原字本屋敷186 0244-25-3911

フレスコ株式会社 店舗 北町店 975-0018 福島県南相馬市原町区北町524 0244-25-2555

フレスコ株式会社 店舗 角田店 981-1505 宮城県角田市角田字大町35-7 0224-61-0750

フレスコ株式会社 店舗 蔵王店 989-0821 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北44-1 0224-29-3935

フレスコ株式会社 店舗 美田園店 981-1217 宮城県名取市美田園6丁目4-1 022-797-1339

フレスコ株式会社 店舗 岩沼西店 989-2478 宮城県岩沼市あさひ野1丁目8-3 0223-36-8369

フレスコ株式会社 店舗 丸森店 981-2102 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘⼭字直洲75番地 0224-51-9110

フレスコ株式会社 店舗 ⼭下駅前店 989-2208 宮城県亘理郡⼭元町つばめの杜1丁目9 0223-23-1787

フレスコ株式会社 店舗 白石店 989-0217 宮城県白石市大平森合字森合沖62番地の1 0224-26-6223

フレスコ株式会社 店舗 柴田店 989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字新田216 0224-87-8769

フレスコ株式会社 店舗 矢本店 981-0503 宮城県東松島市矢本字新沼184 0223-25-6848

フレスコ株式会社 店舗 名取増田店 981-1224 宮城県名取市増田9丁目140-2 022-748-7116

フレスコ株式会社 センター 仙台TPLセンター 生鮮・デイリー 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-10-36（日本アクセス内） 022-788-0366

フレスコ株式会社 センター DCセンター 989-2422 宮城県岩沼市空港南3-1-4　センコー臨海PDセンター内 022-788-0366

株式会社マイヤ 本社・本部 本社 022-0003 岩手県大船渡市盛町字木町14-5 0192-27-2165

株式会社マイヤ 店舗 大船渡店 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字野々田156-19 0192-26-0101

株式会社マイヤ 店舗 赤崎店 022-0007 岩手県大船渡市赤崎町字諏訪前38-13 0192-47-3811

株式会社マイヤ 店舗 高田店 029-2205 岩手県陸前高田市高田町館の沖10番地 0192-55-5161

株式会社マイヤ 店舗 アップルロード店 029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字道の上67-1 0192-47-3911

株式会社マイヤ 店舗 大船渡インター店 022-0006 岩手県大船渡市立根町字堀の内10-1 0192-21-1200

株式会社マイヤ 店舗 釜石店 026-0031 岩手県釜石市鈴子町８番地１号 0193-31-2400

株式会社マイヤ 店舗 マスト店 028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚第27地割字花輪田34-1 （シーサイドタウン・マスト内） 0193-42-7000

株式会社マイヤ 店舗 野田店 026-0054 岩手県釜石市野田町2-3-1 0193-25-0011

株式会社マイヤ 店舗 千厩店 029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字古ヶ口88 0191-52-5888

株式会社マイヤ 店舗 気仙沼バイパス店 988-0182 宮城県気仙沼市字赤岩石兜50番地 0226-21-4321

株式会社マイヤ 店舗 気仙沼北店 988-0811 宮城県気仙沼市東八幡前101-1 0226-25-8862

株式会社マイヤ 店舗 花泉店 029-3105 岩手県一関市花泉町涌津字二ノ町22番 0191-34-8713

株式会社マイヤ 店舗 本吉はまなす店 988-0381 宮城県気仙沼市本吉町津谷新明戸200 0226-42-3002

株式会社マイヤ 店舗 青⼭店 020-0133 岩手県盛岡市青⼭1-19-1 019-605-2311

株式会社マイヤ 店舗 仙北店 020-0864 岩手県盛岡市西仙北一丁目38番30号 019-631-1216

株式会社マイヤ 店舗 滝沢店 020-0668 岩手県滝沢市鵜飼狐洞316番地 019-699-1050

株式会社マイヤ 店舗 アルテ桜台店 025-0064 岩手県花巻市桜台1-12-12 0198-23-1128

株式会社マイヤ 店舗 水沢店 023-0023 岩手県奥州市水沢字八反町12番地 0197-34-0300

株式会社マイヤ センター 米飯センター 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字砂森2-9 0192-22-7210

株式会社マイヤ センター 花加工センター 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字砂森2-8 0192-47-3741

株式会社マイヤ センター 北上精肉プロセスセンター 024-0014 岩手県北上市流通センター15番112 0197-62-6651

株式会社マイヤ センター 北上物流センター 024-0014 岩手県北上市流通センター1-25 0197-72-6321

びはん株式会社 本社・本部 本部 028-1332 岩手県下閉伊郡⼭田町中央町5-6 0193-65-8233

びはん株式会社 店舗 オール店 028-1342 岩手県下閉伊郡⼭田町川向町7-15 0193-82-3881

びはん株式会社 店舗 豊間根店 028-1302 岩手県下閉伊郡⼭田町豊間根第2地割70-2 0193-83-5411

株式会社マエダ 本社・本部 本部 030-0113 青森県青森市第二問屋町４丁目３−５ 017-718-8333

株式会社マエダ 店舗 本店 035-0071 青森県むつ市小川町2丁目4番8号 0175-22-8333

株式会社マエダ 店舗 大間店 039-4602 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸上道19-12 0175-37-3741

株式会社マエダ 店舗 野辺地店 039-3124 青森県上北郡野辺地町種川15-1 0175-64-7011

株式会社マエダ 店舗 大畑店 039-4401 青森県むつ市大畑町中島39番26号 0175-34-6888

株式会社マエダ 店舗 川内店 039-5201 青森県むつ市川内町しな木40-1 0175-42-3155

株式会社マエダ 店舗 八重田店 030-0911 青森県青森市造道2-11-28 017-765-1010

株式会社マエダ 店舗 六ケ所店 039-3212 青森県上北郡六ヶ所村尾駮字野附1-68 0175-71-1011

株式会社マエダ 店舗 虹ヶ丘店 030-0948 青森県青森市虹ヶ丘1-15-1 017-765-1011

株式会社マエダ 店舗 苫生店 035-0041 青森県むつ市金曲1-2-5 0175-33-1313

株式会社マエダ 店舗 新城店 038-0042 青森県青森市新城平岡175-1 017-788-9881
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企業名 区分 店舗・拠点名 郵便番号 住所 電話番号

株式会社マエダ 店舗 旭町店 030-0853 青森県青森市金沢1-3-10 017-734-1790

株式会社マエダ 店舗 ガーラモール店 038-0006 青森県青森市三好2-3-19 017-761-7000

株式会社マエダ 店舗 大湊バイパス店 035-0082 青森県むつ市文京町23-24 0175-24-0066

株式会社マエダ 店舗 おいらせ店 039-2187 青森県上北郡おいらせ町緑ヶ丘1-50-2 0176-53-4333

株式会社マエダ 店舗 乙供店 039-2664 青森県上北郡東北町字乙供40-20 0175-65-5160

株式会社マエダ 店舗 金沢店 039-3111 青森県上北郡野辺地町字石神裏14-1 0175-64-3154

株式会社マエダ 店舗 蟹田店 030-1302 青森県東津軽郡外ケ浜町字蟹田中師火箱沢29-35 0174-22-2900

株式会社マエダ 店舗 むつ中央店 035-0067 青森県むつ市十二林6-1 0175-23-9801

株式会社マエダ 店舗 仲町店 035-0062 青森県むつ市仲町1-1 0175-34-0018

株式会社マエダ 店舗 鯵ヶ沢店 038-2761 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字西禿6-3 0173-72-3000

株式会社マエダ 店舗 木造店 038-3142 青森県つがる市木造赤根１８１−１ 0173-42-5050

株式会社マエダ 店舗 鶴田店 038-3521 青森県北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字前田236−6 0173-22-6336

株式会社マエダ 店舗 五所川原南店 037-0014 青森県五所川原市大字稲実字米崎123-1 0173-33-3515

株式会社マエダ 店舗 六戸店 039-2371 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地13-1 0176-55-5551

株式会社マエダ 店舗 五戸店 039-1514 青森県三戸郡五戸町字下中崎11 0178-61-1666

株式会社マエダ 店舗 五所川原北店 037-0016 青森県五所川原市字一ツ谷547-5 0173-38-1233

株式会社マエダ 店舗 三沢店 033-0151 青森県三沢市大字三沢字南⼭８２ 0176-50-7070

株式会社マエダ 店舗 富田店 038-0004 青森県青森市富田１丁目６番１７号 017-761-6010

株式会社マエダ 店舗 田子店 039-0200 青森県三戸郡田子町大字田子字下田子東ノ又９−１ 0179-20-7720

株式会社マエダ 店舗 名久井店 039-0502 青森県三戸郡南部町大字下名久井字青柳４−３ 0178-80-7010

株式会社マエダ 店舗 七戸店 039-2512 青森県上北郡七戸町笊田８１−２ 0176-27-1500

株式会社マエダ 店舗 十和田元町店 034-0002 青森県十和田市元町西四丁目3番34号 0176-51-3170

株式会社マエダ 店舗 中泊店 037-0305 青森県北津軽郡中泊町大字中里字宝森１４３−４ 0173-23-3456

株式会社マエダ 店舗 売市店 031-0073 青森県八戸市売市4丁目6-10 0178-47-1926

株式会社マエダ 店舗 鮫店 031-0841 青森県八戸市鮫町字住吉町7-8 0178-33-1624

株式会社マエダ 店舗 大久保店 031-0833 青森県八戸市大久保字沢目12-8 0178-34-1255

株式会社マエダ 店舗 日計店 039-1169 青森県八戸市日計1-3-1 0178-20-3315

株式会社マエダ 店舗 南郷店 031-0111 青森県八戸市南郷大字市野沢字中市野沢9-4 0178-80-7205

株式会社マエダ 店舗 プチマート東通店 039-4222 青森県東通村砂子又字里1番61 0175-33-2131

株式会社マエダ センター チルド・グロサリーセンター 030-0137 青森県青森市卸町4-4 017-764-2011

株式会社マエダ センター 生鮮物流センター 030-0131 青森県青森市問屋町2-15-22 017-764-5071

株式会社マエダ センター 惣菜センター　テン亭　デリカ工場 030-0131 青森県青森市問屋町1-11-6 017-738-1633

株式会社マエダ センター ミート・プロセスセンター 030-0131 青森県青森市問屋町2-14-8 017-728-4129

株式会社マエダ センター 水産プロセスセンター 030-0131 青森県青森市問屋町1-3-12 017-763-4455

株式会社マエダ センター ベーカリープロセスセンター 030-0113 青森県青森市第二問屋町3-3-39 017-764-6590
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