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№ 取　  　扱　  　店 住　　  　    　　　所 電 話 番 号

1 エーコープ いしき店 鹿児島市伊敷台二丁目27-2 099-220-5800
2 エーコープ 桜ヶ丘店 鹿児島市桜ヶ丘四丁目1-13 099-264-5151
3 エーコープ 谷山店 鹿児島市西谷山一丁目5-4 099-230-7600
4 エーコープ 吉田店 鹿児島市本名町1105-1 099-294-3939
5 エーコープ 桜島店 鹿児島市桜島横山町1722-40 099-293-3125
6 鹿児島ふるさと物産館 鹿児島市七ツ島一丁目66-1 099-284-6777
7 エーコープ 喜入店 鹿児島市喜入町7096 0993-45-1010
8 エーコープかいもん店 指宿市開聞十町117-1 0993-32-3685
9 エーコープ えい店 南九州市頴娃町牧之内1806 0993-36-0157

10 エーコープ えい大川店 南九州市頴娃町別府下境5996-11 0993-38-2515
11 エーコープ 青戸店 南九州市頴娃町上別府1145-1 0993-39-1116
12 エーコープ サザウィン店 南さつま市内山田243 0993-53-5000
13 エーコープ 大浦店 南さつま市大浦町1987 0993-62-2074
14 エーコープ 立神店 枕崎市立神本町138 0993-72-1210
15 エーコープ 別府店 枕崎市別府西町152 0993-76-3211
16 エーコープ 木原店 枕崎市日之出町115 0993-72-6500
17 エーコープ ちらん店 南九州市知覧町郡108-1 0993-83-3411
18 エーコープ ちらん永里店 南九州市知覧町永里5346 0993-84-1513
19 エーコープ 串木野店 いちき串木野市東塩田町233 0996-32-1110
20 エーコープ 大里店 いちき串木野市大里字小松山3810-5 0996-36-4677
21 エーコープ まつもと店 鹿児島市石谷町1920-3 099-278-7711
22 エーコープ 郡山店 鹿児島市郡山町714-1 099-298-3255
23 エーコープ 日吉店 日置市日吉町日置3440-1 099-292-5200
24 エーコープ 伊作店 日置市吹上町中原2602-1 099-296-3113
25 エーコープ 阿多店 南さつま市金峰町宮崎3890 0993-77-3773
26 エーコープ 川内店 薩摩川内市平佐町1800 0996-27-1122
27 エーコープ さつま店 薩摩郡さつま町虎居721-1 0996-52-1081
28 エーコープ 山崎店 薩摩郡さつま町山崎1083 0996-56-8312
29 エーコープ 大村店 薩摩川内市祁答院町下手2794 0996-55-1153
30 エーコープ 東郷店 薩摩川内市東郷町斧渕333-1 0996-21-6555
31 エーコープ 市比野店 薩摩川内市樋脇町市比野199 0996-38-1089
32 エーコープ こしき店 薩摩川内市上甑町中甑269 09969-2-1539
33 エーコープ 西いずみ店 出水市大野原町1860 0996-64-1550
34 エーコープ 米ノ津店 出水市明神町205 0996-67-2026
35 エーコープ 高尾野北部店 出水市高尾野町下水流3164-9 0996-82-2266
36 エーコープ 江内店 出水市高尾野町江内3310 0996-85-5052
37 エーコープ 野田店 出水市野田町下名5285-1 0996-84-2700
38 エーコープ あくね店 阿久根市波留605 0996-72-2211
39 エーコープ 三笠店 阿久根市脇本7498 0996-75-2114
40 エーコープ あづま店 出水郡長島町鷹巣1786 0996-86-0777
41 エーコープ ながしま店 出水郡長島町指江566-1 0996-88-5539
42 エーコープ ひしかり店 伊佐市菱刈町前目字堂山672-2 0995-24-1220
43 エーコープ あいら店 姶良市西餅田290-1 0995-65-5785
44 ＪＡファーム重富店 姶良市長池町28-10 0995-66-1771
45 エーコープ 蒲生店 姶良市蒲生町上久徳2535 0995-52-0375
46 エーコープ みぞべ店 霧島市溝辺町有川320 0995-59-2144
47 エーコープ 吉松店 姶良郡湧水町中津川字久保588-1 0995-75-3032
48 エーコープ 隼人店 霧島市隼人町内山田1-7-1 0995-43-3432
49 エーコープ 姫城店 霧島市隼人町姫城3-2 0995-43-5490
50 エーコープ 霧島店 霧島市霧島大窪387 0995-57-2401
51 エーコープ 国分店 霧島市国分中央4-3004 0995-45-6562
52 エーコープ 国分西店 霧島市国分福島三丁目45-15-4 0995-49-8525
53 エーコープ 牧の原店 霧島市福山町福山5377 0995-56-1788
54 エーコープ 大隅店 曽於市大隅町岩川5591 0994-82-5500
55 エーコープ 末吉店 曽於市末吉町本町1-6-1 0986-76-5050
56 エーコープ あおぞら店 志布志市有明町野井倉1194-1 0994-71-4366
57 エーコープ 大姶良店 鹿屋市下堀町9675 0994-41-3300
58 エーコープ たるみず店 垂水市錦江町1-199 0994-32-5050
59 エーコープ 東串良店 肝属郡東串良町岩弘字街道添2620-1 0994-63-1100
60 エーコープ高山店 肝属郡肝付町新富88-1 0994-65-2585
61 エーコープ 内之浦店 肝属郡肝付町南方279 0994-67-3900
62 エーコープ なんぐう店 肝属郡南大隅町根占川北1729 0994-24-2232
63 エーコープ 佐多店 肝属郡南大隅町佐多伊座敷4081 0994-26-2166
64 エーコープ肝付あいら店 肝属郡吾平町麓3338-3 0994-58-8711
65 エーコープ中種子店 熊毛郡中種子町野間字藺牟田5131-8 0997-27-3131
66 エーコープ 南種子店 熊毛郡南種子町中ノ上3026-1 0997-26-6788
67 エーコープ 宮之浦店 熊毛郡屋久島町宮之浦2377-1 0997-42-3888
68 エーコープ 安房店 熊毛郡屋久島町安房410-155 0997-49-7820
69 エーコープ 尾之間店 熊毛郡屋久島町尾之間4-1 0997-47-2611
70 エーコープ 瀬戸内店 大島郡瀬戸内町古仁屋15-9 0997-72-1143
71 エーコープ 徳之島店 大島郡徳之島町亀津7122-1 0997-83-3777
72 エーコープ 伊仙店 大島郡伊仙町伊仙字下中里2558-1 0997-81-7110
73 エーコープ 天城店 大島郡天城町天城458-5 0997-85-4116
74 エーコープ 喜界店 大島郡喜界町赤連2715 0997-65-4311
75 エーコープ 笠利店 奄美市笠利町里字中田904-1 0997-63-0177
76 エーコープ 和泊店 大島郡和泊町玉城字平瀬1769-1 0997-92-3518
77 エーコープ 知名店 大島郡知名町瀬利覚向田2095 0997-93-4120
78 エーコープ 与論店 大島郡与論町茶花64 0997-97-2004


