
東京都以外の自治体アンテナショップリスト 2018年11月16日

NO 自治体名 市町村 ショップ名 所在地 電話

1 北海道  北海道どさんこプラザ札幌店

北海道札幌市北区北６条西４丁目　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

2 北海道 釧路市 阿寒マルシェ
北海道釧路市阿寒町上阿寒２３線３６

番地１
0154-66-1222

3 北海道 帯広市 とかち物産センター
北海道帯広市西2条南12丁目JR帯広駅エ

スタ東館2階
0155-22-7666

4 北海道 美唄市 アンテナショップPiPa 北海道美唄市進徳町1区 0126-62-4343

5 北海道 江別市 江別アンテナショップＧＥＴ’Ｓ
北海道江別市東野幌町3番地の3（商業

施設ＥＢＲＩ内）
011-398-9558

6 北海道 赤平市 情報発信基地「ＡＫＡＢＩＲＡベース」 北海道赤平市幌岡町54 0125-32-6760

7 北海道 北斗市 ほっとマルシェおがーる 北海道北斗市市渡1-1-1 0138-84-1146

8 北海道 当別町 ふれあい倉庫 北海道石狩郡当別町錦町294-4 0133-27-6600

9 北海道 寿都町 寿都アンテナショップ神楽 北海道虻田郡ニセコ町字曽我51-5
レストラン神楽：0136-55-6337

鮮魚ショップ神楽：0136-55-6332

10 北海道 鶴居村 鶴居たんちょうプラザ　つるぼーの家 北海道阿寒郡鶴居村鶴居東1-1-3 0154-64-5350

11
青森県

岩手県
 青森・岩手えぇもんショップ

大阪府大阪市北区堂島1　堂島地下街６

号（ドージマ地下センター）
06-6346-0888

12 青森県/秋田県  みちのく夢プラザ
福岡県福岡市中央区天神2-8-34 住友生

命福岡ビル１階
092-736-1122

13 岩手県 一戸町 Natural Essay（ナチュラル・エッセイ） 神奈川県横浜市中区元町5-209 045-263-9607

14 宮城県 気仙沼市 気仙沼市アピールショップ『気仙沼ＰＯＲＴ』

神奈川県横浜市中区新港2-2-1　横浜

ワールドポーターズ２Ｆ「YOKOHAMA

PORT　MARKET」内

045-222-2284

15 山形県 庄内町 新産業創造館　クラッセ 山形県東田川郡庄内町余目字沢田108-1 0234-43-6486（代表電話）

16 福島県 会津若松市 駅カフェ 福島県会津若松市七日町5-1 0242-39-3880

17 茨城県 日立市 ぷらっとひたち(日立駅情報交流プラザ) 茨城県日立市幸町1-1-2 0294-33-8103

18 栃木県 宇都宮市 宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」 栃木県宇都宮市江野町2-11
1F：028-666-8938

2F：028-666-8785

19 栃木県 栃木市 栃木市アンテナショップまちの駅コエド市場 栃木県栃木市倭町13-2 0282-25-7411

20 栃木県 大田原市 You Me 与一館 埼玉県蕨市中央6-44-55　小幡ハイツ１ 048-234-4805

21 群馬県 渋川市 しぶかわ名産品センター 群馬県渋川市渋川1693-3 0279-26-2423

22 埼玉県 行田市 観光情報館ぶらっと♪ぎょうだ
埼玉県行田市忍2-1-8（行田市商工セン

ター1階）
048-554-1036

23 埼玉県 上尾市 情報・賑わい発信ステーション　あぴっと！ 埼玉県上尾市宮本町3-2-207 048-871-7660

24 埼玉県 三郷市 ららほっとみさと
埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1

（ららぽーと新三郷内）
048‐959-7045

25 千葉県 四街道市 icoba四街道1丁目 千葉県四街道市四街道1-20-4 043-312-7111

26 神奈川県   物産・観光プラザ「かながわ屋」
神奈川県 横浜市中区山下町１　シルク

センター１階
 045-662-4113

27 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)
神奈川県相模原市南区相模大野3-2-1

ボーノ相模大野ショッピングセンター2
042-705-8455

28 神奈川県 厚木市 厚木市まるごとショップ　あつまる
神奈川県厚木市中町２－１２－１５

アミューあつぎＢ１
046-240-1213

29 新潟県  じょんのび にいがた 食楽園
大阪府大阪市北区小松原梅田地下街4-3

ホワイティうめだ　イーストモール内
06-6232-8356

30 新潟県 津南町 津南ふれあいセンター 埼玉県所沢市こぶし町1番1-18 042-992-1133

31 石川県 小松市 空の駅こまつ
石川県小松市浮柳町ヨ50　小松空港

ターミナルビル1F
0761-24-0831

32 福井県 池田町 池田町産マーケット　こっぽい屋
福井県福井市花堂南2-16-1　ショッピ

ングシティベル内
0776-35-0051

33 山梨県 道志村 道志情報館　水カフェどうし 神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町1-4 045-877-8419

34 長野県 木祖村 木祖村アンテナショップ　源気屋桜山店 愛知県名古屋市昭和区桜山町6-104-37 052-680-7370

35 岐阜県  清流の国ぎふ　食と農のアンテナショップ「ジ・フーズ」
愛知県名古屋市東区桜1-11-1オアシス

21内
052-971-5539

36 岐阜県  THE GIFTS SHOP
岐阜県岐阜市橋本町1-10-1　アクティ

ブG　2F
058-212-3255

37 静岡県 別紙に表記 伊豆半島アンテナショップ　美・伊豆
神奈川県 横浜市中区山下町220 （長安

道沿い）
045-222-8202

38 滋賀県 湖南市 湖南市市民産業交流促進施設「ここぴあ」
滋賀県湖南市岩根4528-1（イオンタウ

ン湖南内）
0748-72-5552



39 大阪府 堺市 大阪泉州まるわかり屋
大阪府泉佐野市泉州空港北1　関西国際

空港 エアロプラザ2階
072-455-4133

40 大阪府 吹田市 吹田市情報発信プラザ（Inforestすいた） 大阪府吹田市千里万博公園2-1　1階 06-6170-1014

41 大阪府 泉佐野市  観光交流プラザ「りんくう まち処」 
大阪府泉佐野市りんくう往来北１番地

（りんくうタウン駅改札前）
 072-474-2056

42 大阪府 泉佐野市  観光情報プラザ「関空  まち処」

大阪府泉南郡田尻町泉州空港中14番地

（関西国際空港第2ターミナルビル国際

線到着口付近）

 050-3502-7628

43 大阪府 泉佐野市 観光おもてなしプラザ「泉佐野　まち処」 大阪府泉佐野市上町3-8-12  072-469-0724

44 大阪府 東大阪市 東大阪物産観光まちづくりセンター 大阪府東大阪市東石切町2-3-33 072-981-0111

45 兵庫県  多自然地域アンテナショップ　元町マルシェ 兵庫県神戸市中央区元町通５-８－３ 078-599-7431

46 兵庫県  北播磨おいしんぼ館 兵庫県神戸市中央区元町 6-3-18 078-599-7372

47 兵庫県 神戸市  灘の酒蔵通り 兵庫県神戸市中央区中山手通３-17-１  078-231-1515

48 兵庫県 神戸市 西播磨ふるさと館“好きやde西播磨” 兵庫県神戸市中央区北野町3-1-8 078-855-3891

49 兵庫県  ひょうごふるさと館
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-26　そ

ごう神戸店新館５階
078‐252-0686

50 兵庫県 宍粟市 ふるさと宍粟PR館”きてーな宍粟” 兵庫県姫路市西駅前町1 079-287-3123

51 奈良県  奈良のうまいものプラザ
奈良県奈良市三条町1-1　JR奈良駅構内

１F
0742-26-0088

52 奈良県 奈良市 なら工藝館 奈良県奈良市阿字万字町1-1 0742-27-0033

53 奈良県 大和郡山市 元気城下町ぷらっと
奈良県大和郡山市田中町517　アピタや

まと郡山店２階
0743-55-3322

54 奈良県 大和郡山市 元気城下町プラザ
奈良県大和郡山市下三橋町741　イオン

モール大和郡山２階
0743-85-5522

55 奈良県 天理市 天理市観光物産センター（コフフンショップ） 奈良県天理市川原城町816 0743-62-1206

56 奈良県 生駒市 生駒市アンテナショップおちやせん 奈良県生駒市北新町10－36 0743-71-6420

57 和歌山県 和歌山市 ぶらくり・わかやマーケット 和歌山県和歌山市米屋町２番地 073-424-1778

58 鳥取県 鳥取市 麒麟のまち
大阪府大阪市北区中之島　中之島フェ

スティバルタワー1階
06-6202-5335

59 島根県 益田市 高槻市姉妹都市交流センター 大阪府高槻市大手町1-23 072-673-3542

60 島根県 飯南町 飯南町交流物産館ｉまるシェ 広島県三次市三次町141-1 0824-63-7533

61 岡山県 真庭市 真庭市場 大阪府高槻市高槻町14-20 072-668-7735

62 岡山県 勝央町 きんとくん家

岡山県勝田郡勝央町岡1100番地　おか

やまファーマーズ・マーケットノース

ヴィレッジ内

0868-38-1234

63 徳島県  大阪物産センター（とくしま県の店）
大阪府大阪市中央区南船場3-9-1徳島ビ

ル1階
06-6253-0141

64 徳島県  名古屋物産センター 愛知県名古屋市中区栄4-1-1中日ビル４ 052-262-4677

65 徳島県 阿南市 光のまちステーションプラザ 徳島県阿南市富岡町今福寺40-17 0884-22-3141

66 徳島県 三好市 三好の逸品アンテナショップ 広島県三好市池田町サラダ1612-29 0883-72-0571

67 香川県  かがわ物産館「栗林庵」 香川県高松市栗林町1-20-16 087-812-3155

68 高知県 馬路村 馬路村ふるさとセンター 高知県安芸郡馬路村大字馬路382-1 0887-44-2333

69 福岡県 柳川市 柳川アンテナショップ　おいでメッセ柳川 福岡県柳川市京町83-2 ０９４４－７２－９５１０

70 福岡県 八女市 アンテナショップ　八女本舗
福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-8サン

ライトビル1F
店舗 092-725-0161

71 佐賀県 基山町 基山ふるさと名物市場
佐賀県三養基郡基山町大字小倉2079-1

（基山パーキングエリア内）
　

72 熊本県  熊本よかもんSHOP
大阪府大阪市中央区安土町2-2-15

（ローソン安土町二丁目店内）
06-6268-5087

73 大分県 日田市 ひた生活領事館
福岡県福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡

天神店東館地下２階
092-731-8832

74 大分県 豊後高田市 Quattro Yocchi
福岡県福岡市中央区天神１-13-25　福

岡中央ビル１階
092-737-1114

75 大分県 豊後大野市 ぶんご大野 bureau （ビューロ）大地の物語 大分県大分市中央町3-6-9 097-529-5559

76 宮崎県  みやざき物産館KONNE
宮崎県宮崎市宮田町1-6　宮崎県庁8号

館1階
0985-22-7389

77 宮崎県 椎葉村 椎葉村里人倶楽部 大阪府枚方市禁野本町1-8-8 072-848-1009

78 宮崎県 高千穂町 神都高千穂そら市場 宮崎県宮崎市大字赤江宮崎空港内
0985-51-5111（代）

※直通でなく、代表よりつなぐ体制

79 沖縄県  札幌わしたショップ
北海道札幌市中央区大通西2-1　オーロ

ラタウン内
011-208-1667

80 沖縄県  わしたショップ　イオンレイクタウンｋａｚｅ
埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2　イオ

ンレイクタウンkaze1階
048-990-8137



81 沖縄県  名古屋わしたショップ
愛知県名古屋市中区栄4-1-1　中日ビル

地下1階
052-262-4789

82 沖縄県 南城市 南城市地域物産館 沖縄県南城市知念字久手堅539 098－949－1667

83 宮城県 登米市  登米市物産直売所 宮城県仙台市青葉区堤町1丁目5-26  022-718-6520

84 埼玉県 飯能市 飯能駅観光案内所「ぷらっと飯能」 埼玉県飯能市仲町１１－２１ 042-978-9111

85 千葉県  千葉県アンテナショップ（ナチュラルローソン横浜住吉4丁目店）

神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1（ナ

チュラルローソン横浜住吉町4丁目店

内）

物販　045-641-2468（※ただし、運

営管轄は、千葉県観光物産協会になり

ます。）

86 京都府 京田辺市 京田辺市駅ナカ案内所
京都府京田辺市河原食田２－３　１階

１－３号
0774-64-1319

87 兵庫県 養父市 やぶや 大阪府豊中市中桜塚２－１－６ なし

88 徳島県  ローソン西鉄ホテルクルーム博多店（愛称：なっ！とくしま）
福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１

７－６
092-418-2288

89 長崎県 対馬市 よりあい処つしま
福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１

２－１
092-473-1075

その他のアンテナショップ


