
代表銘柄

所在地 〒899-7104 鹿児島志布志市志布志町安楽215

電話番号

FAX番号

ホームページ

取り扱い銘柄    黒若潮（1800ｍｌ） 若潮（1800ml・900ｍｌ） 蔵の宿六（1800ｍｌ・720ｍｌ） 千亀女 芋（1800ｍｌ・720ｍｌ）

取り扱い銘柄    千亀女 芋（720ｍｌ）　その他、各種お取り寄せできます（詳しくは店舗にお尋ねください）

取り扱い銘柄    千亀女 芋（1800ｍｌ・720ｍｌ）　千亀女 麦 （1800ml・720ｍｌ）

取り扱い銘柄     黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ）　若潮（900ｍｌ）　蔵の宿六（1800ｍｌ）

取り扱い銘柄     各種お取り寄せできます（詳しくは店舗にお尋ねください）

〒812-0887 

福岡県福岡市博多区下川端町3-1博多リバレインB２Ｆ

さつま若潮（さつまわかしお）

099-472-1185

099-472-3800

http://www.wakashio.com/

〒812-0027 

営業時間　　　　 10：00～21：00

電話番号　　  　 092-571-6304 

営業時間　　　　 10：00～21：00
定休日             年中無休         

電話番号　　  　 092-282－0115

〒812-0012  
福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１
電話番号　　  　 092-481-3109

定休日             年中無休         

福岡県福岡市三築２－２－３１

営業時間　　　　  15：00〜翌3:00
定休日              年中無休

〒810-8544
福岡県福岡市中央区天神2-1-1
電話番号　　  　　092-724-3111 

営業時間　　　　 10：00～19：00　日・祝10:00～18:00
定休日             月曜日        

〒810-0801 
福岡県福岡市博多区中洲４－３－１８
電話番号　　  　　092-282-7842 

営業時間　　　　  10：00〜20:00
定休日              年中無休

若潮酒造株式会社の焼酎が買えるお店

九州逸品倶楽部

博多阪急

とどろき酒店

オーリック中洲店

福岡三越

1

http://www.wakashio.com/


取り扱い銘柄    蔵の宿六（1800ｍｌ・720ｍｌ） 　その他、各種お取り寄せできます（詳しくは店舗にお尋ねください）

取り扱い銘柄    黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ）　若潮（1800ml・900ｍｌ）　樵（1800ｍｌ・720ｍｌ）　黄若潮（1800ｍｌ・720ｍｌ）等

取り扱い銘柄    黒若潮（900ｍｌ）　千亀女 芋（1800ｍｌ・720ｍｌ）　千亀女 麦 （1800ml・720ｍｌ）

取り扱い銘柄    蔵の宿六（1800ｍｌ・720ｍｌ）

取り扱い銘柄    黒若潮（1800ｍｌパック）蔵の宿六（1800ｍｌ・720ｍｌ）千亀女 芋（1800ｍｌ・720ｍｌ）千亀女 麦（1800ml・720ｍｌ）

取り扱い銘柄    千亀女 芋（1800ｍｌ・720ｍｌ）　千亀女 麦 （1800ml・720ｍｌ）

〒819-0373
福岡県福岡市西区周船寺３－１２－２
電話番号　　  　 092-806-5764
営業時間　　　　 10：00～19：00
定休日             日・祝         

営業時間　　　　 10：00～20：00
定休日             年中無休         

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号
電話番号　　  　 092-720-1991

〒810-0860 
福岡県福岡市中央区天神2-5-36
電話番号　　  　 092-721-1111

営業時間　　　　 8：00～19：50
定休日             日・祝        

〒819-0031

電話番号　　  　 092-407-2878
福岡県福岡市西区橋本２－２７－２

営業時間　　　　 10：00〜20：00
定休日             年末年始以外営業          

〒814-0132
福岡県福岡市城南区干隈１－１７－９
電話番号　　  　 092-865-3343 

営業時間　　　　 10：00～21：00
定休日             年中無休         

定休日             日         

〒819-0002
福岡県福岡市西区姪浜１－１５－２５
電話番号　　  　 092-881-0870
営業時間　　　　 9：00～20：00

岩田屋伊勢丹

薩摩焼酎蔵 匠

ほしくま酒店

サンリブ木の葉モール

酒商 高山

きはら酒店
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取り扱い銘柄     千亀女 芋（1800ｍｌ・720ｍｌ）　千亀女 麦 （1800ml・720ｍｌ）

取り扱い銘柄     黒若潮（1800ｍｌパック）

〒818-0081
福岡県筑紫野市針摺東３－３－１
電話番号　　  　　092-924-9000
営業時間　　　　  9：00〜22：00
定休日              年中無休
取り扱い銘柄     樵（1800ｍｌ）　蔵の宿六（1800ｍｌ・720ｍｌ）

〒814-0804
福岡県春日市原町１－９６－３
電話番号　　  　　092-573-9222
営業時間　　　　  9：00～19：30
定休日              年中無休
取り扱い銘柄     千亀女 芋（1800ｍｌ・720ｍｌ）

〒816-0971
福岡県大野城市牛頸４－３－１５
電話番号　　  　　092-596-7626
営業時間　　　　  
定休日              年中無休
取り扱い銘柄     黒若潮（1800ｍｌパック））　蔵の宿六（1800ｍｌ）

〒811-1252
福岡県筑紫郡那珂川町五郎丸２－４９
電話番号　　  　　092-951-1371
営業時間　　　　  9：00～23：00
定休日              年中無休
取り扱い銘柄     黒若潮（1800ｍｌ・1800ｍｌパック）　若潮（1800mlパック）　蔵の宿六（1800ｍｌ・720ｍｌ）

〒818-0134

電話番号　　  　　092-918-2828

定休日              年中無休

〒819-1116
福岡県糸島市前原中央３－１７－８
電話番号　　  　　092-322-2634

定休日              盆・年始ほか
営業時間　　　　  9：00～22：00

営業時間　　　　  9：30～22：00

福岡県太宰府市大佐野１－１２－１

江川酒販

ユメタウン筑紫野

酒のマルタマ牛頸店

スーパーキッド那珂川店

やまや 千早店・福岡志免店・福岡長浜店・今宿店・大楠店

山口酒店

豊島屋 太宰府店

ユメタウン筑紫野

酒のマルタマ牛頸店

スーパーキッド那珂川店

山口酒店
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取り扱い銘柄    黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ・1800ｍｌパック） 若潮（1800ml・900ｍｌ・1800ｍｌパック）
                       千亀女 芋（1800ｍｌ・720ｍｌ）  千亀女 麦（1800ｍｌ・720ｍｌ）

　　　　　　　　　　※若潮1800ｍｌは千早店のみのお取り扱いとなります

取り扱い銘柄    ●三苫店・那珂川店
　　　　　　　　　　　　　　　　　黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ・1800ｍｌパック） 若潮（900ｍｌ・1800ｍｌパック）
　　　　　　　　　　　　　　　　　千亀女 芋（1800ｍｌ）

　　　　　　　　　　 ●橋本店　黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ）　千亀女 芋（1800ｍｌ・720ｍｌ）

取り扱い銘柄    ●舞松原店　店舗にお問い合わせ下さい

　　　　　　　　　　 ●姪浜店　黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ） 若潮（1800ｍｌ）

　　　　　　　　　　 ●平和店　黒若潮（1800ｍｌ）　蔵の宿六（1800ｍｌ）

取り扱い銘柄    ●香椎店　　黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ）　若潮（1800ｍｌ）　樵（1800ｍｌ・720ｍｌ）　黄若潮（1800ｍｌ・720ｍｌ）
                                        蔵の宿六（1800ｍｌ・720ｍｌ）

　　　　　　　　　　 ●那珂南店　黒若潮（1800ｍｌ）　蔵の宿六（1800ｍｌ・720ｍｌ）　千亀女 芋（1800ｍｌ）

　　　　　　　　　　 ●那珂川店　黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ） 若潮（1800ｍｌ）　蔵の宿六（1800ｍｌ・720ｍｌ）

取り扱い銘柄     　蔵の宿六（720ｍｌ）

取り扱い銘柄    ●DSボンド　黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ）　千亀女 芋（720ｍｌ）

                      ●FMボンド　黒若潮（900ｍｌ）　蔵の宿六（1800ｍｌ）

びっくり酒店 三苫店・橋本店・那珂川店

酒まつり 舞松原店・姪浜店・平和店

あんくるふじや 香椎店・那珂南店・那珂川店

ハローデイ 次郎丸店・井尻店・春日店

ＤＳボンド店・ＦＭボンド店（フジマツ株式会社）

ガリバー 薬院店・西新店

びっくり酒店 三苫店・橋本店・那珂川店

酒まつり 舞松原店・姪浜店・平和店

あんくるふじや 香椎店・那珂南店・那珂川店

ハローデイ 次郎丸店・井尻店・春日店

ＤＳボンド店・ＦＭボンド店（フジマツ株式会社）

やまや 千早店・福岡志免店・福岡長浜店・今宿店・大楠店
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取り扱い銘柄    ●薬院店　　黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ） 若潮（1800ｍｌ）

　　　　　　　　　　 ●西新店　　黒若潮（1800ｍｌ・900ｍｌ）

取り扱い銘柄    ●小戸店　黒若潮（1800ｍｌパック）　樵（1800ｍｌ）

　　　　　　　　　　 ●姪浜店　黒若潮（1800ｍｌパック）　樵（1800ｍｌ）　蔵の宿六（720ｍｌ）

取り扱い銘柄    ●レガネット南長住店　蔵の宿六（720ｍｌ）

　　　　　　　　　　 ●レガネットマルシェ長住店　蔵の宿六（1800ｍｌ・720ｍｌ）

〒812-0012

電話番号　　  　　092-409-5575
営業時間　　　　  10：00～21：00
定休日              年中無休
取り扱い銘柄     樵（1800ｍｌ）

福岡県福岡市博多区博多駅中央街 1-1博多駅B1

ガリバー 薬院店・西新店

シンドバッド 小戸店・姪浜店

にしてつストア レガネット南長住店・レガネットマルシェ長住店

博多小径
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