
 品目（商品名） 認証者(連絡先) 販売店（連絡先） 販売（予定）時期 
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 卵 

 

○アトビタたまご 

 

○元気な赤たまご 全国農業協同組合 

連合会 広島県本部 

（082）464-6215 

＜フジ（広島地区）＞ 

 グラン尾道店  （0848）47-8111 

 グラン三原店  （0848）61-0011 

 グラン西条駅前店（082）493-8211 

 グラン東広島店 （082）431-5611 

 グラン緑井店  （082）831-8100 

 グラン安芸店  （082）885-4611 

 グラン高陽店  （082）843-5111 

 グラン広島店  （082）243-7111 

 グランナタリー店（0829）20-3311 

 グラン神辺店  （084）960-4111 

 パルティ・竹原店（0846）23-5211 

 パルティ・三入店（082）818-7111 

 パルティ・井口店（082）278-8181 

 熊野店     （082）855-0211 

 ヴェスタ高屋店 （082）434-4911 

 ヴェスタ庚午店 （082）507-7111 

 ヴェスタ東雲店 （082）581-0011 

 ヴェスタ洋光台店（082）288-2900 

 

＜フジ（山口地区）＞ 

 グラン岩国店  （0827）24-1111 

 グラン山口店  （083）995-0611 

 グラン宇部店  （0836）37-0111 

 グラン小野田店 （0836）83-7411 

 パルティ・柳井店（0820）23-8011 

 パルティ・西宇部店 

          （0836）41-7111 

 パルティ・南岩国店 

          （0827）35-0111 

 新南陽店    （0834）63-8111 

 美祢店     （0837）52-3411 

 長門店     （0837）22-6300 

毎日 



 品目（商品名） 認証者(連絡先) 販売店（連絡先） 販売（予定）時期 

＜メディコ 21＞ 

 竹原店     （0846）23-5360 

 東広島店    （082）493-5705 

 神辺店     （084）960-3345 

 南観音店    （082）532-0311 

 川内店     （082）830-6331 

 庚午店     （082）507-0051 

＜イオン＞ 

 ジャスコ宇品店 （082）250-8100 

 ジャスコ広店  （0823）73-0111 

 ジャスコ広島府中店 

          （082）561-0500 

 ジャスコ三原店 （0848）62-8888 

 ジャスコみゆき店（082）255-1263 

＜マイカル＞ 

 海田サティ店  （082）823-1121 

 尾道サティ店  （0848）23-3100 

 因島サティ店  （0845）22-6111 

 広島サティ店  （082）263-3030 

 廿日市サティ店 （0829）36-2521 

＜マックスバリュ西日本＞ 

 西風新都店   （082）811-9040 

 西条西店    （082）493-8020 

  

 

 

 

 

 

 卵 

 

○広島の卵（白玉） 

 

○広島の卵（赤玉） 

＜福屋＞ 

 五日市店     （082）925-0301 
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 卵 

 

○みよしの卵（白玉） 

 

○広島の卵（赤玉） 

全国農業協同組合 

連合会 広島県本部 

（082）464-6215 

＜三次フードセンター＞ 

 塩町店     （0824）66-3300 

 新鮮館十日市店 （0824）62-4181 

 ニュー八次店  （0824）62-5430 

 三次店     （0824）62-3205 

 畠敷店     （0824）63-0747 

毎日 



 品目（商品名） 認証者(連絡先) 販売店（連絡先） 販売（予定）時期 

 卵 

○集（赤・白・ピンク） 

＜西条ショージ＞ 

 エスタ店    （082）422-2222 

 卵 

 

○生協産直たまご 

 

○広島の卵（白玉） 

＜生協ひろしま＞ 

 コープ焼山店  （0823）34-2420 

 コープ八本松店 （0824）28-6357 

 コープ安東店  （082）872-2655 

 コープ五日市北店（082）927-2775 

 コープハモンズ食彩館店 

          （084）970-1150 

 コープ温品店  （082）289-6060 

 コープ高陽店  （082）845-8501 

 コープ矢野東店 （082）888-1333 

 コープ船越店  （082）821-3160 

 コープミニ政畝店（0823）33-0516 

＜三原スーパー＞ 

 セトダ店    （0845）27-3173 

 パルティ駅前店 （0848）64-7550 

 パルティ因島店 （0845）26-2345 

 パルティ大崎上島店 

         （0846）65-4134 

 パルティ西町店 （0848）61-5900 

 パルティ本郷店 （0848）86-5450 

 パルティ明神店 （0848）60-1001 

＜三谷屋＞ 

 パオ店     （0847）22-2885 

 門田店     （0848）21-2811 

 大和店     （08473）3-1234 

 三成店     （0848）48-3200 

 御調店     （08487）6-2234 

＜天満屋＞ 

 緑井店      （082）876-5275 
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○広島の卵（赤玉） 

全国農業協同組合 

連合会 広島県本部 

（082）464-6215 

＜全農＞ 

 とれたて元気市 （082）831-1831 

毎日 



 品目（商品名） 認証者(連絡先) 販売店（連絡先） 販売（予定）時期 

 卵 

○生協産直たまご 
＜コープＣＳネット＞ 

 無店舗     （0829）50-0525 

 卵 

 

○イキイキ玉子（白玉） 

 

○イキイキ玉子（赤玉） 

 

＜広電ストア＞ 

 ＭＪ楽々園店  （082）943-8311 

 ＭＪアルパーク店（082）501-1112 

 ＭＪ己斐店   （082）271-3211 

 ＭＪ江波店   （082）532-2001 

 ＭＪ千田店   （082）545-5515 

 ＭＪ矢野店   （082）889-2441 
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○広島の卵（白玉） 

全国農業協同組合 

連合会 広島県本部 

（082）464-6215 

＜ハローズ＞ 

 引野店     （084）941-5003 

 山手店     （084）951-7227 

 戸手店     （0847）52-7700 

 東福山店    （084）945-7788 

 南駅家店    （084）976-8686 

 春日店     （084）947-6000 

 神辺店     （084）963-7788 

 東尾道店    （0848）47-5511 

 新涯店     （0849）54-8881 

 大門店     （084）945-8000 

 手城店     （084）922-8011 

 南松永店    （084）933-8688 

 御幸店     （084）972-8808 

 府中店     （0847）43-5555 

 沼南店     （084）980-0086 

 高木店     （0847）45-0086 

 駅家モール店  （084）977-1586 

 水呑店     （084）956-5777 

 伊勢丘店    （084）947-7000 

毎日 

 


