ライディーンビールをご購入いただけるお店をご紹介します。
お取り扱いのラインナップは店舗によって異なります。
また店舗の在庫をきらしている場合もございますので、
詳しくは各お取扱店にお問い合わせいただければ幸いでございます。
住所

電話番号

マルミ北栄商店

北海道札幌市東区北三十四条東7-3-12

011-753-0855

青柳酒店

北海道札幌市中央区南3条西8丁目6-8-1

011-242-3317

カネダイ早坂

北海道札幌市東区北25条東18丁目9-16

011-781-3635

三越札幌店

北海道札幌市中央区南一条西3-8

011-271-3311

クラモチコーポレーション

北海道岩見沢市三条西6-1-1

0126-22-0241

鎌田本店

北海道石狩市花川南一条5丁目67

0133-73-0416

地酒の蔵舎

北海道函館市東山1丁目10-11

0138-31-7770

酒泉館

北海道根室市宝林町4-288

0153-24-0931

酒商たかの

北海道小樽市稲穂1丁目1番6号

0134-34-1100

まるしん商店

北海道旭川市春光台3条4-1-13

0166-52-2157

河野酒店

茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2-16-26

029-282-2585

天満屋

茨城県牛久市南1-21-2

0298-72-1027

神奈川県川崎市宮前区水沢1-1-1北部市場関連棟D-52

044-975-6056

高島屋 日本橋店

東京都中央区日本橋2-4-1地下1階 和洋酒売場

03-3211-4111㈹

三越 銀座店

東京都中央区銀座4-6-16

03-3562-1111㈹

千年こうじや 銀座店

東京都中央区銀座6-10-1GINZA SIX 地下2階

03-6263-9800

八海山千年こうじや コレド室町店

東京都中央区日本橋室町2-3-1ｺﾚﾄﾞ室町2 1階

03-6262-3188

勝鬨酒販

東京都中央区築地7-10-11

03-3543-6301

新潟中央水産市場 築地支店

東京都中央区築地4丁目17番地

03-6264-3453

千年こうじや 神楽坂店

東京都新宿区神楽坂2-6-1PORTA神楽坂 109号

03-5227-8130

千年こうじや 麻布店

東京都港区麻布十番1-8-9 1-2F

03-6277-8578

吉池

東京都台東区上野3-27-12御徒町吉池本店ﾋﾞﾙB2 酒売場

03-5818-0162

ふくはら酒店

東京都台東区台東3-6-8

03-3831-2235

酒の大桝

東京都台東区浅草4-22-9

03-3874-8011

野田屋

東京都文京区千駄木3-45-8

03-3821-2664

桝屋酒店

東京都世田谷区駒沢2ｰ1ｰ13

03-3421-3480

升宏

東京都台東区西浅草2-19-11

03-3841-0059

伊勢丹 立川店

東京都立川市曙町2-5-1

042-525-1111

蔵家

東京都町田市木曽西1-1-15

0427-93-2176

さかや栗原 町田店

東京都町田市南成瀬1-4-6

042-727-2655

宮田酒店

東京都三鷹市上連雀1-18-3

0422-51-9314

小山商店

東京都多摩市関戸5-15-17

0423-75-7026

川島酒店

東京都東村山市萩山町4-16-2

042-391-0087

宿萬

東京都武蔵村山市伊奈平5-41-1

042-560-3706

酒商手塚

東京都日野市神明4-23-3

042-583-8748

秋元商店

東京都狛江市駒井町3-34-3

03-3480-8931

佐藤商店

東京都小金井市東町4-31-18

042-383-1011

せきや酒類販売

東京都国立市中1-9-30

042-571-0001

北海道

茨城県

神奈川県
宮川酒販
東京23区

東京市部

新潟県
山田屋酒店

新潟県佐渡市河原田諏訪町169

0259-57-2615

都屋

新潟県新潟市中央区親松字居付2-3

025-285-0761

池乗酒店

新潟県新潟市中央区東堀前通10番町1781

025-222-6768

松澤酒店

新潟県新潟市中央区水島町7-21

025-244-7538

吉澤酒店

新潟県新潟市中央区営所通1番町311

025-222-2630

錦屋酒店

新潟県新潟市中央区花園1-2-2ｶﾞﾚｯｿ1F

025-244-0342

いくとぴあ ＪＡ新潟市直売所

新潟県新潟市中央区清五郎336新潟市農業協同組合

025-384-8487

セルフ片山

新潟県新潟市中央区万代島2-5

025-256-8077

新潟伊勢丹

新潟県新潟市中央区八千代1-6-1

025-243-7188

ぽんしゅ館 新潟店

新潟県新潟市中央区花園1-96-473F

025-240-7090

新し屋酒店

新潟県新潟市江南区袋津4-2-20

025-382-2345

新潟ふるさと村

新潟県新潟市西区山田2307

025-230-3000

新潟空港ビルディング

新潟県新潟市東区松浜町3710

025-275-5714

国兼酒店

新潟県新潟市東区東中野山4-1-7

025-276-5511

ナチュレ片山

新潟県新潟市東区卸新町3-16-31

025-270-1188

弥生酒店

新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦934

0256-94-2156

長谷川屋

新潟県新潟市西蒲区鷲ﾉ木273

0256-72-2858

長嶋商店

新潟県新発田市中央町4-6-5

0254-22-2812

大野屋

新潟県新発田市舟入町1-2-34

0254-22-4579

田中酒店

新潟県加茂市小橋1-5-10

0256-52-0158

つばめや商店

新潟県加茂市新町1-3-1

0256-52-0155

丸山屋

新潟県燕市白山町3-4-33

0256-62-2366

田中屋酒店

新潟県三条市大字一ﾂ屋敷新田92

0256-45-2028

キムラ屋酒店

新潟県三条市西裏館3-1-3

0256-33-4387

山重酒店

新潟県三条市東三条2-16-27

0256-33-1088

やまさく商店 山谷 恭作

新潟県見附市嶺崎1-9-66

0258-63-4321

横山商店

新潟県長岡市大手通1-1-4

0258-36-6365

横山商店 ＣｏＣｏＬｏ長岡店

新潟県長岡市城内町1丁目611-1

0258-36-1314

米山酒店

新潟県長岡市川崎3-2430-17

0258-33-6691

佐田酒店

新潟県長岡市関東町1-6

0258-32-3517

中村商店

新潟県長岡市袋町2-1084-4

0258-32-0434

石崎商店

新潟県長岡市寺泊坂井町7546番地

0258-75-2124

酒のちとせや

新潟県長岡市妙見町692-1

0258-22-2744

よろづや酒店

新潟県長岡市緑町3-73-5

0258-27-0002

ハリカ長岡ニュータウン店

新潟県長岡市青葉台1丁目甲120-17

0258-21-5300

千年こうじや 本店

新潟県南魚沼市長森627-8

025-775-2604

雪室 千年こうじや

新潟県南魚沼市長森459

025-775-7707

八蔵

新潟県南魚沼市長森

025-775-2975

すずき酒店

新潟県南魚沼市塩沢1124

025-782-0165

金沢屋酒店

新潟県南魚沼市塩沢521-1

025-782-1135

若松屋商店

新潟県南魚沼市長崎400-6

025-782-0503

雪国リゾート

新潟県南魚沼市姥島新田699番地

025-783-6788

はしもと

新潟県南魚沼市塩沢176

025-782-0026

舞子リゾート ホテル売店

新潟県南魚沼市舞子2056-108ﾎﾃﾙ売店

025-783-3211

中島利七

新潟県南魚沼市塩沢1200

025-788-1011

上村酒店

新潟県南魚沼郡湯沢町神立1561-3

025-784-2521

山新商店

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3-4-10

025-784-3441

駅の酒蔵

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2427

025-784-4314

三葉屋物産店

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢354-2

025-784-2024

長田屋

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2235

025-784-2132

のぐち 湯沢ハーツ店

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1685

025-785-7111

ナスパニューオータニ 売店

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9

025-780-6111

いせん

新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2455

025-784-3361

道の駅みつまた

新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣1000

025-788-9410

ナスパニューオータニ

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9

025-780-6666

愛知県
三祐

愛知県名古屋市昭和区川名本町4-6-7

052-751-1215

知多繁

愛知県名古屋市昭和区池端町1-18

052-841-1253

吉田屋

愛知県名古屋市東区東外堀町17

052-951-1058

おかだや

愛知県名古屋市中村区名駅4-16-19

052-571-1431

名古屋三越 栄店

愛知県名古屋市中区栄3-5-1

052-252-3703

酒のうかい

愛知県春日井市東野町1-1-30

0568-84-0308

林屋

愛知県一宮市緑2-3-10

0586-72-8848

酒のゑびすや

愛知県豊橋市中岩田2-14-12

0532-63-5508

金原酒店

愛知県碧南市中山町6-7

0556-41-1630

吉田屋 多治見支店

岐阜県多治見市上野町3-113

0572-21-1059

田中酒店

岐阜県大垣市郭町東2丁目16番地

0584-78-4306

高島屋 岐阜店

岐阜県岐阜市日ﾉ出町2-25

058-264-1101㈹

伊勢の小西酒店

三重県伊勢市一之木3-12-19

0596-25-6666

小林商店 生桑店

三重県四日市市生桑町848-8

0593-33-5800

酒商中西屋

三重県津市久居二ﾉ町1824

059-255-2211

田鶴酒店

石川県金沢市窪6-4

076-241-1215

細江酒店

石川県七尾市矢田新町チ部6-5

0767-52-1332

福井県越前市片屋町61-21-2

0778-22-7880

ボンルパ心斎橋店

大阪府大阪市中央区南船場3-5-26

06-6251-4464

リカーショップ アサヒヤ

大阪府大阪市旭区今市2-22-14

06-6951-1986

ことぶき

大阪府大阪市住之江区東加賀屋2-4-21

06-6681-4050

京阪百貨店 モール京橋店

大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38

06-6355-1313

酒のやまもと

大阪府枚方市招提中町1-7-7

072-857-0082

SAKE市場グランマルシェ小野原店

大阪府箕面市小野原西5-6-21

072-749-6777

今仲酒店

大阪府池田市古江町131-1

072-751-2302

高島屋 泉北店

大阪府堺市南区茶山台1-3-1

072-293-1101㈹

ペント

兵庫県神戸市中央区下山手通3-15-10

078-331-1105

そごう 神戸店

兵庫県神戸市中央区小野柄通8丁目1-8

078-221-4181

たなか酒店

兵庫県明石市本町1丁目1-13

078-912-2218

岩井寿商店

兵庫県明石市松江759-12

078-923-4744

SAKE市場グランマルシェ中山寺店

兵庫県宝塚市中筋8-12-29

0797-88-9080

SAKE市場グランマルシェ川西店

兵庫県川西市錦松台17-23

0727-92-9502

SAKE市場グランマルシェつかしん店

兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1北館1階 104

06-6426-5668

酒のやまもと

京都府京都市左京区法林寺門前町13210

075-761-0124

ヤスイ

京都府京都市右京区西京極南方町20

075-313-0212

サガワ酒店

京都府京都市伏見区新町12-318

075-611-1188

野村龍酒店

京都府向日市鶏冠井町楓畑28

075-933-2103

酒家なかみち

奈良県橿原市小綱町16-18

0744-22-1471

SAKE市場グランマルシェ押熊店

奈良県奈良市押熊町字西ﾉ谷2331-1

0742-46-9337

島根県松江市東奥谷町373

0852-21-4782

岐阜県

三重県

石川県

福井県
リカーワールド華
大阪府

兵庫県

京都府

奈良県

島根県
酒の槙戸天狗堂

鳥取県
しず商店

鳥取県鳥取市南吉方3-403

0857-26-5181

ワインショップ武田

岡山県岡山市南区新保1130-1

086-801-7650

天満屋岡山本店

岡山県岡山市北区表町2-1-1

086-231-7670

リカーショップイシカワ

広島県広島市西区古江西町3-2

082-271-5430

キムラ

広島県広島市中区羽衣町13-12

082-241-6703

そごう 広島店

広島県広島市中区基町6-27

082-512-7802

ナカシマ

山口県周南市久米旭ヶ丘中央984-7

0834-25-0689

リカーショップ藤津

山口県下関市長府中浜町8-25

0832-45-0457

リカオー富田浜店

徳島県徳島市富田浜３丁目9-2

088-652-0608

リカオー三軒屋店

徳島県徳島市三軒屋町東23-5

088-669-1933

リカオー川内店

徳島県徳島市川内町平石夷野243-3

088-665-1203

リカオー末広店

徳島県徳島市末広１丁目310-1

088-652-8037

多積商店

徳島県小松島市中田町字中筋101-2

0885-32-0166

リカオー石井店

徳島県名西郡石井町高川原高川原2451-1

088-674-6804

リカオー阿南上中店

徳島県阿南市上中町岡216−1

0884-21-0141

香川県高松市内町7-1

087-825-0748

愛媛県松山市和気町2-940

089-978-0250

リカオー御座店

高知県高知市南御座13-31

088-880-4500

リカオー土佐道路店

高知県高知市朝倉甲191-1

088-828-9200

リカオー南国店

高知県南国市田村字高柳乙2052-1

088-864-1551

鳥越酒店

福岡県北九州市八幡東区白川町6-20

093-671-1147

酒のたむら

福岡県北九州市門司区原町別院1-28

093-371-6962

銘酒館倉松

福岡県北九州市若松区中川町11-12

093-761-3001

みつばや酒店

福岡県北九州市若松区本町1-8-10

093-761-3882

力丸酒店

福岡県北九州市小倉北区馬借2-2-6

093-521-0146

大取酒店

福岡県福岡市中央区春吉3丁目23ｰ13

092-781-0278

おおば酒店

福岡県中間市東中間2-2-3

093-245-0814

ひさや

福岡県糟屋郡志免町別府1-21-6

092-935-4988

うらの酒店

福岡県行橋市行事7-5-12

0930-22-2673

かごしま屋

福岡県遠賀郡遠賀町今古賀647-2

093-293-2010

佐賀県佐賀市赤松町7-21

0952-23-5366

ささや

長崎県島原市本光寺町4850

0957-62-2881

酒の一斗

長崎県佐世保市吉井町立石272-1

0956-64-4749

立花

熊本県熊本市南区田迎町田井島3-9-7

096-379-0787

水島商店

熊本県熊本市中央区坪井5-1-49

096-343-6528

下川酒店

熊本県玉名市高瀬228

0968-72-2273

酒の蔵元

熊本県玉名郡長洲町長洲2942

0968-78-3666

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県
高松三越
愛媛県
松本酒店
高知県

福岡県

佐賀県
山田酒店
長崎県

熊本県

大分県
トキハ本店

大分県大分市府内町2-1-4

097-538-1111

小谷商店

大分県別府市中央町8-14

0977-23-0698

アリタ商店

大分県速見郡日出町3862-10

0977-72-5218

さいしょ酒店

宮崎県都城市松元町12-10

0986-22-1370

高津佐酒店

宮崎県小林市大字真方560-15

0984-22-7022

宮崎県

