
2023.4.6更新

ペレット販売店 所在地 電話

（株）タイセツ　※地方配達可 足寄郡足寄町旭町2-50 0156-25-3030

足寄町農業協同組合給油所（ホクレン足寄SS） 足寄郡足寄町南7条1丁目54番地 0156-25-2013

士幌町 （株）キング商会 河東郡士幌町本通東30 01564-5-2075

池田町 （株）十勝工建　利別給油所 池田町字利別南町１３ 0156-72-3013

幕別町 （有）瀬上製材所 中川郡幕別町字千住42番6 0155-56-7000

鹿追町 café　Maharo（まはろ） 河東郡鹿追町東町２丁目6 0156-66-3678

（株）野田組 本別町北３丁目5－９ 0156-22-2101

本別町農業協同組合購買部生産資材課 本別町北５丁目２－１ 0156-22-3118

（株）アブカワ 帯広市西19条北2丁目11-10 0155-34-3134

コスモスベリーズ道東（道東電機㈱） 帯広市大通南24丁目1番地 0155-24-2544

ジョイフルエーケー　帯広店 帯広市東7条南16丁目2-1 0155-28-3333

（株）高田菊次郎商店 帯広市西7条南5丁目3番 0155-22-5311

北海林友（株） 帯広市東2条南11丁目20番 0155-26-2225

網走市 北炭販売㈱網走営業所 網走市新町3丁目5番15号 0152-43-3807

大空町 岩原販売所 網走郡大空町女満別西１条４丁目 0152-75-6223

美幌町 大広燃料店 美幌町字栄町1丁目１３－１ 0152-73-3239

釧路町 （株）丸水　水澤金物店 釧路郡釧路町桂4丁目9番地2 0154-36-1231

北見市 北ツール（株） 北見市無加川町393－6 0157-32-8200

岩見沢市 ホームメンテナンス　トウシン 岩見沢市駒園7丁目7－17 0126-22-2120

赤平町 （株）いたがき 赤平町幌岡町113 0125-32-0525

旭川市 （有）煙筒の横山 旭川市忠和５条５丁目7－27 0166-61-1670

富良野市 （有）三素 富良野市錦町１４番３号 0167-22-0383

東神楽町 （株）藤井光雄工務店 上川郡東神楽町北2条東2丁目9-1 0166-83-5517

北広島市 ジョイフルエーケー　大曲店 北広島市大曲工業団地7丁目3番地4 011-370-5555

江別市 ジョイフルエーケー　大麻店 江別市大麻198-3 011-351-3333

（株）柳田建設事務所 札幌市豊平区西岡4条8丁目4－20 011-853-8496

ジョイフルエーケー　屯田店 札幌市北区屯田8条5丁目5番5号 011-775-7777

ペレット販売店一覧（北海道地方）
※お出かけ前に営業時間、ペレットの在庫を各店舗へお問い合わせください。
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帯広市

本別町

札幌市



2022.9.15更新

ペレット販売店 所在地 電話

三沢市 （株）高橋HD 三沢市新町2-31-2171 0176-53-4175

野辺地町 かんぶん野辺地店 上北郡野辺地町上川原3-1 0175-64-7311

おいらせ町 かんぶんおいらせ店 上北郡おいらせ町牛込平91-1 0178-50-1411

七戸町 かんぶん七戸店 上北郡七戸町笊田19-7 0176-62-3300

東北町 かんぶん上北店 上北郡東北町旭北1丁目701-1 0176-58-1800

五戸町 かんぶん五戸店 三戸郡五戸町字下モ沢21番27 0178-20-8080

南部町 かんぶん三戸店 三戸郡南部町大向字後構20-3 0179-22-3333

階上町 かんぶん階上店 三戸郡階上町道仏字耳ヶ吠43-335 0178-80-1010

二戸市 かんぶん二戸店 二戸市堀野字長地75-4 0195-23-7676

一戸町 かんぶん一戸店 二戸郡一戸町一戸字砂森123-1 0195-31-1133

岩手町 かんぶん岩手町店 岩手郡岩手町五日市第11地割123-7 0195-62-1121

八幡平市 かんぶん八幡平店 八幡平市大更第18地割308番地 0195-76-3222

葛巻町 かんぶん葛巻店 岩手郡葛巻町江刈第8地割字野中76-1 0195-67-1000

山形県 鶴岡市 （株）渡会電気土木　田代工場 鶴岡市 田代 字広瀬 16-2 0235-57-4778

秋田県 大仙市 コメリパワー大曲店 大仙市福田町20-60 0187-66-2811

白石市 コメリ ハード＆グリーン宮城白石店 白石市大平森合字森合沖59 0224-22-5175

亘理町 コメリ ハード&グリーン亘理店 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北112番地 0223-32-9155
宮城県

岩手県

青森県

ペレット販売店一覧（東北地方）
※お出かけ前に営業時間、ペレットの在庫を各店舗へお問い合わせください。

地域



2022.9.15更新

ペレット販売店 所在地 電話

燕市 warmArts-ウォームアーツ-
新潟県燕市小関681番地

(株)新越ワークス　エネルギー事業部
0256-64-8580

南魚沼市 ペレットマン南魚沼 新潟県南魚沼市岩崎626-2 025-774-3124

佐久市 ペレットプラス 佐久ショールーム 長野県佐久市安原1424-13 0267-78-3849

箕輪町 コメリハード＆グリーン箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８０１９ 0265-70-1831

上田市 コメリハード＆グリーン上田店 長野県上田市上田１２１２−１ 0268-29-0270

中野市 コメリパワー中野店 長野県中野市一本木 宮前２２１ 0269-24-6053

東御市 コメリパワー東部ＰＲＯ店 長野県東御市祢津 字砂田１１９０－１ 0268-64-9530

立科町 コメリハード＆グリーン立科店 長野県北佐久郡立科町芦田１１７３番地１ 0267-51-3065

諏訪市 （株）サンケイ商事ペレットステーションNagano 長野県諏訪市豊田907-2鴨池川エナジーパーク内 080-3718-8665

伊那市 JA上伊那　東部資材店 長野県 伊那市高遠町小原733 0265-94-2035

岐阜県 岐阜県内 バロー（VALOR） 岐阜県内各店舗にて販売

山梨県 山梨市 コメリ山梨万力店 山梨市万力９５７ 0553-20-7033

焼津市 ジョイフルパル 焼津市西小川1-2-1 054-629-5188

静岡市 コメリ蒲原店 静岡市清水区蒲原322-11 054-389-1811

愛知県 愛知県内 バロー（VALOR） 愛知県内各店舗にて販売

静岡県

ペレット販売店一覧（中部地方）
※お出かけ前に営業時間、ペレットの在庫を各店舗へお問い合わせください。

地域

長野県

新潟県



2022.9.15更新

ペレット販売店 所在地 電話

森の力京都（株） 京都市右京区京北周山町小柳5-1 075-852-0010

（株）竹内工務店 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町4-7 075-881-6868

ＮＰＯ法人　みのりのもり劇場 京都市右京区太秦多藪町43　うずキネマ館 075-882-3309

（株）高雄木材工業所 京都市右京区梅ケ畑山崎町5 075-861-0598

（有）洪水製材所 京都市右京区鳴滝泉殿町9-5 075-462-7481

（株）京阪エンジニアリング 京都市南区上鳥羽南村山町29-1 075-682-7177

（株）　Ｗｏｏｄ　Ｌｉｆｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ 京都市南区東九条南松田町34 075-661-1417

（株）岡田材木店 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町35 075-691-3306

伏見区 （株）ウイシステム淀 京都市伏見区淀池上町79-1 075-631-3317

中京区 やまから屋 京都市中京区寺町通二条下ル榎木町98-7 075-241-6038

岩井木材（株） 京都市北区紫野雲林院町13 075-432-3181

京都市森林組合 京都市北区上賀茂二軒家町9 075-722-3622

木　輪　舎 京都市上京区堀川通上立売上ル竹屋町584 075-451-1452

ＮＰＯ法人　和の学校 京都市上京区小川通寺ノ内上ル2丁目禅昌院町648-1 050-7103-2001

里の駅　大原 京都市左京区大原野村町342 075-744-4321

奥井理想米店 京都市左京区聖護院中町2 0120-37-0456

（有）ヴァニラリーフ 京都市左京区大原井出町398-1 075-744-4006

フジノ工務店 京都市西京区上桂前田町50-1　桂グランドハイツ１Ｆ 075-394-1711

tukka ja kukka 京都市西京区大原野南春日町1716 075-333-0777

井出町 尾崎林産工業（株） 京都府綴喜郡井出町井出野畑19 0774-82-3137

三重県 伊賀市 アジアンリソース（株）（事務所） 伊賀市ゆめが丘1-3-3 059-541-1079

和歌山県 みなべ町 （有）山本板金 日高郡みなべ町芝377-15 0739-72-2122

（株）しそうの森の木 宍粟市山崎町横須313-1 0790-63-1819

（株）山弘　（本社） 宍粟市山崎町須賀沢704 0790-63-0063

豊岡市 川中建築 豊岡市城崎町来日710-1 0796-32-2264

神戸市 （株）N-Basic 神戸市西区小山3丁目4-20 0120-23-7800

豊岡市 （有）ナカニシグローバル 豊岡市出石町袴狭31-1 0796-52-0300

姫路市 （株）山弘　（はりまの杜姫路営業所） 姫路市砥堀721-1 079-264-6700

たつの市 （株）山弘　（たつの店） たつの市龍野町富永734-2 0791-78-8600

ペレット販売店一覧（近畿地方）
※お出かけ前に営業時間、ペレットの在庫を各店舗へお問い合わせください。

地域
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2022.9.15更新

ペレット販売店 所在地 電話

（株）スタジオセンス 山口県山口市大内御堀六丁目4-15 083-934-5955

山口事業所 山口市下小鯖546 083-927-2859

山口北部木材センター 山口市阿東徳佐下上長沢33-1 083-956-2106

山口県中央森林組合　山口総合支所 山口市大字大内長野1978 083-941-0011

山口県中央森林組合 山口市阿東徳佐下33-4 083-956-0600

岩国木材センター 岩国市天尾字小郷1532 0827-77-0234

山口県東部森林組合 岩国市周東町下久原1038-1 0827-84-2111

徳山事業所 周南市大字須々万本郷1153-2 0834-88-0713

山口県東部森林組合　周南事業本部 周南市大字須々万本郷1153-3 0834-88-0039

福栄事業所 萩市大字福井下288-2 0838-52-0101

阿武萩森林組合 萩市大字福井下307-1 0838-52-0260

光市 山口県東部森林組合　光事業本部 光市中央５丁目12-1 0833-72-4190

美祢市 カルスト森林組合 美祢市大嶺町東分418-1 0837-52-3332

下関市 山口県西部森林組合 下関市豊田町大字中村853-1 083-766-0180

松山市 愛媛ペレット松山ショールーム 松山市平和通6-10-5コーポ梶谷1F 089-907-0917

今治市 （株）神野正文商店 今治市旭町3-1-5 0898-31-7474

内子町 （有）内藤鋼業 喜多郡内子町五十崎甲2126-１ 0893-44-3063

愛媛県

ペレット販売店一覧（中国・四国地方）
※お出かけ前に営業時間、ペレットの在庫を各店舗へお問い合わせください。
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2022.9.15更新

ペレット販売店 所在地 電話

福岡市 コメリパワー周船寺店 福岡県福岡市西区大字千里495番地1 092-805-5620

大牟田市 コメリパワー大牟田店 福岡県大牟田市岬町3番地1 0944-59-7501

飯塚市 コメリパワー飯塚店 福岡県飯塚市太郎丸1171番2 0948-26-6612

筑後市 コメリパワー筑後店 福岡県筑後市大字前津484 0942-51-7371

朝倉市 コメリパワー甘木インター店 福岡県朝倉市 一木1197番地 0946-21-4500

須恵町 コメリパワー須恵店 福岡県糟屋郡須惠町大字旅石845-1 092-937-6400

川崎町 コメリパワー川崎店 福岡県田川郡川崎町大字田原1254-2 0947-49-5210

ハンズマン大野城店 福岡県大野城市南大利1丁目5番1号 092-589-1600

HouseCoporation 福岡県大野城市若草3-15-12-201 080-3229-7234

北九州市 ハンズマンくさみ店 北九州市小倉南区大字朽網字草見3914-21093-474-7093

那珂川市 ACEクマガイ 福岡県那珂川市下梶原2-3-27 092-954-0627

糸島市 大石ファーム 福岡県糸島市飯原1692-2 090-3418-5515

佐賀市 （株）コア 佐賀県佐賀市中の館町2番1号 0952-37-6500

白石町 （有）森建築 佐賀県杵島郡白石町大字馬洗1062 0952-84-5226

時津町 コメリパワー時津店 長崎県西彼杵郡時津町日並郷開田1300-12095-814-2201

長与町 WORKING WITH JOY（株） 長崎県西彼杵郡長与町髙田郷812 095-807-7148

合同会社大分薪ストーブ 大分県大分市猪野1215 097-521-9300

ハンズマンわさだ店 大分県大分市大字市字池田1070番地 097-586-1811

別府市 （株）幸建設 大分県別府市石垣東1-9-31 0977-23-6231

豊後大野市 平田金物店 大分県豊後大野市清川町砂田1917 0974-35-2356

日田市 （株）トライ・ウッド 大分県日田市上津江町川原2810-1 0973-55-2656

国東市 キトラカンパニー㈱ 大分県国東市国東町横手1849-1 0978-72-3020

薪フレンド森の蔵 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2491-4 096-232-7157

ハンズマン菊陽店 菊池郡菊陽町大字津久礼字久保2697番地2096-232-5525

エズコ(株) 熊本市東区画図町下無田1706-2 096-378-0181

アクティブデザイン（株） 熊本市南区出仲間2丁目8番7号 096-379-5503

島田農機商会 熊本市南区平成1丁目12-20 096-326-2932

河津造園（株） 熊本市東区長嶺東3丁目4-40 096-380-9644

ハンズマン画図店 熊本市東区画図町大字重富1014-8 096-370-8070

南阿蘇村 でんきハウスウエダ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽2873-1 0967-67-0158

小国町 小国ウッディ協同組合 熊本県阿蘇郡小国町上田838 0967-46-5360

阿蘇市 九州バイオマスフォーラム 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5816 0967-22-1013

八代市 モビリグランデ八代 熊本県八代市敷川内町上割2254 0965-33-5588

宇土市 コメリパワー宇土店 熊本県宇土市善道寺町綾織179-3 0964-22-7520

大野城市

熊本市

熊本県

長崎県

ペレット販売店一覧（九州地方）
※お出かけ前に営業時間、ペレットの在庫を各店舗へお問い合わせください。

地域

佐賀県

福岡県

大分県

大分市

菊陽町



ペレット販売店 所在地 電話地域

都農ペレット工業（株） 宮崎県児湯郡都農町大字川北15164-1 0983-21-2557

（有）前田燃料店 宮崎県児湯郡都農町北新町 0983-25-0115

セブンプラザ中村 宮崎県都城市金田町2690 0986-38-2413

ハンズマン吉尾店 宮崎県都城市吉尾町772番地 0986-38-0844

高千穂町 西城農機 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井1191 0982-72-2667

smile工房 宮崎県宮崎市花ヶ島小無田649-7 0985-33-9517

ハンズマン加納店 宮崎県宮崎市清武町加納乙346-1番地 0985-85-8001

ハンズマン新名爪店 宮崎県宮崎市大字新名爪字二月田17400985-30-2111

ハンズマン柳丸店 宮崎県宮崎市柳丸町143番地2 0985-31-1234

鹿屋市 コメリパワー鹿屋店 鹿児島県鹿屋市笠之原町2153 0994-40-7150

出水市 コメリパワー出水店 鹿児島県出水市黄金町543番地 0996-63-5077

ハンズマン宇宿店 鹿児島市宇宿二丁目14番5号 099-812-8715

ＣＬＯＵＤ ＰＩＰＥ 鹿児島県鹿児島市上福元町6761-2 099-800-3752

（株）AXE(田中) 鹿児島県鹿児島市小山田町9636-3 099-238-2091

霧島市 ハンズマン国分店 鹿児島県霧島市国分府中町32番23号 0995-48-8788

姶良市 （株）トヨトミ 鹿児島県姶良市西宮島町1-11 0995-66-3131

曽於市 白石建設　Cocoonホーム 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方8264-2 090-3195-9898

都農町

都城市

宮崎市

宮崎県

鹿児島県
鹿児島市


