
平成２８年度（２０１６年度）　東京都内以外の調査対象アンテナショップ一覧
【独立型店舗】 平成29年1月10日

№ 所在地 ショップ名 設立年 月 所在地 電話 URL(リンク)

1 北海道札幌市 北海道どさんこプラザ札幌店 北海道 北海道 2006 12
札幌市北区北6条西4　JR札幌駅西通り北口「北海道
さっぽろ『食と観光』情報館」内

011-213-5053 http://www.dousanhin.com/shop/sapporo_jr/

2 北海道札幌市 札幌わしたショップ 沖縄県 沖縄県 1999 3 札幌市中央区大通西2-1　ｵｰﾛﾗﾀｳﾝ内 011-208-1667 http://www.washita.co.jp/info/shop/sapporo/
3 北海道釧路市 阿寒マルシェ 北海道 釧路市 2015 12 釧路市阿寒町上阿寒23線36番地1 0154-66-2330  
4 北海道帯広市 とかち物産センター 北海道 帯広市 2001 6 帯広市西2条南12JR帯広駅ｴｽﾀ東館2F 0155-22-7666 http://obihiro-bussan.jp/tokachi_bussan
5 北海道美唄市 アンテナショップPiPa 北海道 美唄市 2012 4 美唄市進徳町1区 0126-62-4343 http://www.pipaoi.jp/antennashop/

6 北海道江別市 江別アンテナショップ GET'S 北海道 江別市 2015 12 江別市東野幌町3-3 （商業施設EBRI内）  011-398-9558
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/sh
oko/2214.html

7 北海道赤平市 情報発信基地「AKABIRAベース」 北海道 赤平市 2015 6 赤平市幌岡町54 0125-32-6760  
8 北海道北杜市 ほっとマルシェおがーる 北海道 北斗市 2016 3 北斗市市渡1-1 0138-84-1146 http://hokutoinfo.com/kkc/

9 北海道本別市 特産品アンテナショップ 北海道 本別町 2015 12 中川郡本別町共栄18-１ 0156-22-4555
http://www.hakobura.jp/db/db-
shopping/2016/04/post-94.html

10 宮城県仙台市 仙台わしたショップ 沖縄県 沖縄県 2015 8 仙台市青葉区一番町4-5-7　ｼｴﾛ一番町4丁目ﾋﾞﾙ1F 022-395-5590 http://www.washita.co.jp/info/shop/sendai/
11 山形県庄内町 新産業創造館　クラッセ 山形県 庄内町 2014 5 東田川郡庄内町余目字沢田108-1 0234-43-6486 http://www.navishonai.jp/spot/94.html

12 群馬県渋川市 しぶかわ名産品センター 群馬県 渋川市 2015 12 渋川市渋川1693-3 0279-26-2423
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kankou/gift/om
iyage/p003604.html

13 埼玉県越谷市 わしたショップ　イオンレイクタウンｋａｚｅ 沖縄県 沖縄県 2011 12 越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4-2-2　ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝkaze1F 048-990-8137
http://www.washita.co.jp/info/shop/aeon-
laketown/

14 千葉県千葉市 わしたショップ　イオンモール幕張新都心 沖縄県 沖縄県 2012 12
千葉市美浜区豊砂1-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
ﾓｰﾙ１F

043-239-7272
http://www.washita.co.jp/info/shop/aeonmall-
makuhari/

15 千葉県八街市 八街市推奨の店ぼっち 千葉県 八街市 2009 7 八街市八街ほ238-45 043-497-2447 http://www1a.biglobe.ne.jp/botch
16 神奈川県横浜市 Natural Essay（ナチュラル・エッセイ） 岩手県 一戸町 2010 1 横浜市中区元町5-209 045-263-9607 http://natural-essay.jp/
17 神奈川県横浜市  物産・観光プラザ　かながわ屋 神奈川県 神奈川県 2004 4 横浜市中区山下町1　ｼﾙｸｾﾝﾀｰ１F 045-662-4113 http://www.kanagawaya.com/

18 神奈川県相模原市 さがみはらアンテナショップ　sagamix（さがみっくす） 神奈川県 相模原市 2013 3
相模原市南区相模大野3-2-1　ﾎﾞｰﾉ相模大野ｼｮｯﾋﾟﾝ
ｸﾞｾﾝﾀｰ2Ｆ

042-705-8455 http://sagamix.jp/

19 新潟県小千谷市 逸品館 新潟県 小千谷市 1983 7 小千谷市城内1-8-2小千谷市総合産業会館ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ 0258-83-4800 http://www.ojiyasunplaza.jp/index.html
20 石川県小松市 空の駅こまつ 石川県 小松市 2013 10 小松市浮柳町ヨ50　小松空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ1F 0761-24-0831 http://www.komatsuguide.jp/
21 石川県金沢市 能登里山里海市場 石川県 能登町 2012 10 金沢市青草町88　近江町いちば館B1F 076-207-5462 http://www.notocho.jp/ichiba/
22 福井県福井市 こっぽい屋 福井県 池田町 1999 7 福井市花堂南2-16-1 0776-35-0051 http://www.nourin-ikeda.jp/
23 岐阜県岐阜市 THE　GIFTS　SHOP（ザ・ギフツ・ショップ） 岐阜県 岐阜市 2014 9 岐阜市橋本町1-10-1　ｱｸﾃｨﾌﾞＧ　2Ｆ 058-212-3255 http://giftsshop.jp/
24 岐阜県土岐市 土岐たび案内所 岐阜県 土岐市 2015 4 土岐市土岐ヶ丘4-5-3 0572-55-1123 http://www.machiyui.jp/shop/toki_tabi/
25 静岡県焼津市 やいづとくさんプラザ 静岡県 焼津市 2007 4 焼津市鰯ヶ島136-26 054-626-1551 http://www.yaizu.gr.jp/buy/detail.asp?sid=52

26 愛知県名古屋市 京丹後市名古屋事務所 京都府 京丹後市 2015 7
名古屋市中村区3-21-7　名古屋三交ﾋﾞﾙ1F　ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ
ｼｮｯﾌﾟ＆桜通りｶﾌｪ内

070-1539-7047
https://www.city.kyotango.lg.jp/kurashi/oshiras
e/shokokanko/shoko/00071/0001.html

27 愛知県名古屋市 名古屋物産センター 徳島県 徳島県 2005 2 名古屋市中区栄4-1-1　中日ﾋﾞﾙ4F 052-262-4677 http://tokushima-bussan.com/shops/nagoya/
28 愛知県名古屋市 名古屋わしたショップ 沖縄県 沖縄県 1994 7 名古屋市中区栄4-1-1　中日ビルB1F 052-262-4789 http://www.washita.co.jp/info/shop/nagoya/

29 京都府京都市 特産品ショップ　ホッと丹後 京都府 京丹後市 2007 7
京都市上京区西堀川通下立売上る 四町目51（堀川
商店街）

075-812-8600 http://www.tango.jibasan.jp/hottango.html

30 大阪府大阪市 じょんのび にいがた 食楽園 新潟県 新潟県 2014 4
大阪市北区小松原町梅田地下街4-3　ﾎﾜｲﾃｨうめだ
ｲｰｽﾄﾓｰﾙ内

06-6232-8356 http://jn-shokurakuen.com

31 大阪府大阪市 大阪物産センター（とくしま県の店） 徳島県 徳島県 1997 7 大阪市中央区南船場3-9-10　徳島ﾋﾞﾙ1F 06-6253-0141 http://tokushima-bussan.com/shops/osaka/
32 大阪府大阪市 熊本よかもんSHOP 熊本県 熊本県 2010 10 大阪市中央区安土町2-2-15（ﾛｰｿﾝ安土町二丁目店 06-6268-5087 なし
33 大阪府高槻市 高槻市姉妹都市交流センター 島根県 益田市 2008 4 高槻市大手町1-23 072-673-3542 http://takatsuki-scramble.com/fureai-ishiba/
34 大阪府高槻市 真庭市場 岡山県 真庭市 2013 9 高槻市高槻町14-20 072-668-7735 http://www.city.maniwa.lg.jp/

35 大阪府吹田市 吹田市情報発信プラザ（Inforestすいた） 大阪府 吹田市 2015 11 吹田市千里万博公園2-1 1F 06-6170-1014
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/di
v-toshimiryoku/citypr/_79568.html

36 大阪府泉佐野市 大阪泉州まるわかり屋 大阪府
泉州地域
9市4町

2015 5 泉佐野市泉州空港北1　関西国際空港 ｴｱﾛﾌﾟﾗｻﾞ2F 072-455-4133
http://www.kansai-
airport.or.jp/resshop/shop/302/index.html

37 大阪府泉佐野市 観光交流プラザ「りんくう まち処」 大阪府 泉佐野市 2012 12 泉佐野市りんくう往来北1　りんくうﾊﾟﾋﾟﾘｵ内 072-474-2056 http://www.izumisano-
38 大阪府泉佐野市 観光情報プラザ「関空 まち処」 大阪府 泉佐野市 2013 10 泉佐野市泉州空港北　関西空港内 第2ﾀｰﾐﾅﾙ内 050-3502-7628 http://www.izumisano-
39 兵庫県神戸市 ひょうごふるさと館 兵庫県 兵庫県 1991 7 神戸市中央区御幸通8-1-26　そごう神戸店新館5F 078-252-0686 http://www.hyogo-bussan.or.jp/shop/furusato/
40 兵庫県神戸市 多自然地域アンテナショップ　元町マルシェ 兵庫県 兵庫県 2014 6 神戸市中央区元町通5-8-3 078-599-7431 http://www.facebook.com/motomachimarche
41 兵庫県神戸市 北播磨おいしんぼ館 兵庫県 兵庫県 2012 4 神戸市中央区元町通6-3-18 078-599-7372 https://www.facebook.com/kitaharimaoishinbo
42 兵庫県神戸市 西播磨ふるさと館“好きやde西播磨” 兵庫県 兵庫県 2013 3 神戸市中央区北野町3-1-8 078-855-3891 http://www.nishiharima.jp/contents/tokusanka
43 兵庫県神戸市 灘の酒蔵通り（北野工房のまち内） 兵庫県 神戸市 2010 12 神戸市中央区中山手通3-17-1 078-231-1515 http://www.kitanokoubou.jp/index.html
44 奈良県奈良市 奈良のうまいものプラザ 奈良県 奈良県 2014 4 奈良市三条町1-1　JR奈良駅構内1F 0742－26－0088 http://www.narano-umaimonoplaza.com/
45 奈良県奈良市 なら工藝館 奈良県 奈良市 2000 11 奈良市阿字万字町1-1 0742-27-0033 http://azemame.web.fc2.com/

46 奈良県生駒市 生駒市アンテナショップおちやせん 奈良県 生駒市 2014 4 生駒市北新町10番36-304ﾍﾞﾙﾃﾗｽいこま3F 0743-71-6420
http://www.ochiyasen-
belleikoma.com/ochiyasen/

47 和歌山県和歌山市 ぶらくり・わかやマーケット 和歌山県 和歌山市 2008 10 和歌山市米屋町2 073-424-1778 http://www.wakayamarket.jp
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48 和歌山県和歌山市 和歌山地域地場産業振興センター 和歌山県 和歌山市 1984 6 和歌山市紀三井寺856 073-447-3334 http://www.jibasan-wakayama.jp/

49 広島県三次市 飯南町交流物産館「あいまるシェ」 島根県 飯南町 2013 3 三次市三次町141-1 0824-63-7533
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ki
kan/toubu_norin/un_no_fukyu/unnanjimusho/un
ngentijyoho.data/13150unn012.pdf

50 徳島県阿南市 阿南市物産館 徳島県 阿南市 2014 7 阿南市富岡町今福寺40-17 0884-24-3141
http://www.anan-
kankou.jp/docs/2016030200028/

51 香川県高松市 かがわ物産館「栗林庵」 香川県 香川県 2013 3 高松市栗林町1-20-16 087-812-3155 http://www.ritsurinan.jp/
52 福岡県福岡市 みちのく夢プラザ 青森県 青森県 1999 2 福岡市中央区天神2-8-34 092-736-1122 https://www.iwatekensan.co.jp/shop/myp/
53 福岡県福岡市 鷹ふぐバル松浦 長崎県 松浦市 2012 6 福岡市中央区天神1-7-11　ｲﾑｽﾞﾋﾞﾙB1F 092-731-3909 http://takafugu-bal.com/
54 福岡県福岡市 よりあい処　つしま 長崎県 対馬市 2013 11 福岡市博多区博多駅前2-12-１ 092-473-1075 http://yoriaidokoro.tsushima-net.org/
55 福岡県福岡市 ひた生活領事館 大分県 日田市 2015 6 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店東館B2F 092-731-8832 http://www.hita-ryojikan.com

56 福岡県福岡市
おおいた国東半島アンテナショップ　Ｑｕａｔｔｒｏ　Ｙｏｃｈｉ
（クワトロヨッチ）

大分県 国東市ほか 2016 7 福岡市中央区天神1-13-25　福岡中央ﾋﾞﾙ1F 092-737-1114 www.quattro-yocchi.com

57 福岡県福岡市 福岡わしたショップ 沖縄県 沖縄県 1996 6 福岡市中央区天神2-14-13　天神三井ﾋﾞﾙ1F 092-752-0707 http://www.washita.co.jp/info/shop/fukuoka/
58 福岡県柳川市 柳川アンテナショップ　おいでメッセ柳川 福岡県 柳川市 2011 12 柳川市京町83-2　ｺｱﾏﾝｼｮﾝ京町1F 0944-72-9510 https://oidemesse.com/

59 福岡県福岡市 アンテナショップ　八女本舗 福岡県 八女市 2013 6 福岡市中央区渡辺通5-23-8ｻﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙ1F 店舗 092-725-0161
http://www.city.yame.fukuoka.jp/kanko/4/1/14
57320369237.html

60 佐賀県基山町 基山ふるさと名物市場 佐賀県 基山町 2015 12 三養基郡基山町大字小倉2097-1（基山ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ なし  
61 熊本県合志市 クラッシーノ・マルシェ 熊本県 合志市 2016 2 合志市野々島2438-1 096-342-5554 http://www.klassino-koshi.jp/benten/
62 熊本県熊本市 ASO　うぶやまのお店 熊本県 産山村 2015 4 熊本市中央区琴平2-1-32 096-364-0670  

63 熊本県熊本市 氷川のしずく 熊本県 氷川町 2011 3 熊本市西区春日3-15-30  096-353-5388
http://ekimachi1-
kumamoto.com/floor/hikawanoshizuku

64 大分県大分市 ぶんごおおのbureau（ビューロ）大地の物語 大分県 豊後大野市 2015 11 大分市中央町3-116-2 097-529-5559 http://www.bungo-oono.com/
65 宮崎県宮崎市 みやざき物産館KONNE 宮崎県 宮崎県 1998 4 宮崎市宮田町1-6　宮崎県庁8号館1F 0985-22-7389 http://www.m-tokusan.or.jp/

【集合型店舗等】
所在地 ショップ名 設立年 月 所在地 電話 URL(リンク)

1 神奈川県横浜市 千葉県アンテナショップ 千葉県 千葉県 2010 7
横浜市中区住吉町4-45-１ﾛｰｿﾝ横浜住吉町4丁目店
内

045-641-2468
 
http://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/1
5831/

2 福岡県福岡市 徳島県アンテナショップ（愛称：なっ！とくしま） 徳島県 徳島県 2016 3
福岡市博多区博多駅前1-17-6ﾛｰｿﾝ西鉄ﾎﾃﾙｸﾙｰﾑ
博多店

092-418-2288 http://tokushima-bussan.com/shops/hakata/

福島県 西会津町 2013 10
福島県 棚倉町 2014 10

4 埼玉県飯能市 飯能駅観光案内所「ぷらっと飯能」 埼玉県 飯能市 2015 4 飯能市仲町１１－２１ 042-978-9111 http://hanno-tourism.com

5 茨城県日立市 ぷらっとひたち（日立駅情報交流プラザ） 茨城県 日立市 2012 9 日立市幸町１－１－２ 0294-33-8103
http://www.brand-
hitachi.com/user_data/shops_plaza.php

 

045-574-3317 http://kura-cafe.sakura.ne.jp/

出店自治体

3 神奈川県横浜市 kura-café（クラカフェ） 横浜市鶴見区佃野町25-2

http://www.jibasan-wakayama.jp/
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/kikan/toubu_norin/un_no_fukyu/unnanjimusho/unngentijyoho.data/13150unn012.pdf
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/kikan/toubu_norin/un_no_fukyu/unnanjimusho/unngentijyoho.data/13150unn012.pdf
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/kikan/toubu_norin/un_no_fukyu/unnanjimusho/unngentijyoho.data/13150unn012.pdf
http://www.anan-kankou.jp/docs/2016030200028/
http://www.anan-kankou.jp/docs/2016030200028/
http://www.ritsurinan.jp/
https://www.iwatekensan.co.jp/shop/myp/
http://takafugu-bal.com/
http://yoriaidokoro.tsushima-net.org/
http://www.hita-ryojikan.com/
http://www.quattro-yocchi.com/
http://www.washita.co.jp/info/shop/fukuoka/
https://oidemesse.com/
http://www.city.yame.fukuoka.jp/kanko/4/1/1457320369237.html
http://www.city.yame.fukuoka.jp/kanko/4/1/1457320369237.html
http://www.klassino-koshi.jp/benten/
http://ekimachi1-kumamoto.com/floor/hikawanoshizuku
http://ekimachi1-kumamoto.com/floor/hikawanoshizuku
http://www.bungo-oono.com/
http://www.m-tokusan.or.jp/
http://tokushima-bussan.com/shops/hakata/
http://hanno-tourism.com/
http://kura-cafe.sakura.ne.jp/

