
ここに行けば浦サワラを味わえる
実施店舗一覧

協力：兵庫県東播磨県民局/(一社)明石観光協会/大和製衡株式会社

浦サワラという間違いない選択
明石浦漁業協同組合で水揚された一本釣のサワラを “浦サワラ” と呼ぶ

フィッシュアナライザで脂肪分を計測し特別タグを付けて出荷
伝統の技に科学で裏打ちした間違いない旨さ
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●浦正 明石本店

●まえもん kitchen おおき家

●和ごころ 万彩

●味処 あうん

●さくら町 八木

●鮨よねき

●料亭旅館 人丸花壇

●嵜～ SAKI ～

●喜楽亭

●Trattoria Pizzeria Ciro

●炭火焼き 今日や

●Cantina Enotria

●菊水鮓

●明石菊水 明石桜町本店

●明石菊水 明石駅前店

●鮨 匠

●貞楽

●鮨 丹甫

●鮨よし

●鮓 廣嶋

●立ち呑みたなか(魚の棚商店街内)

●いそざかな 一とく

●双樹

●明石玉子焼梅菊(魚の棚商店街内)

●魚菜酒蔵 だいがく

●日本海寿司

●明石みつぼし

●明石の魚と地元野菜の店

　バル OTTO

●酒菜や ゑびす井

●欧風カッポウ Ebisui

●漁師寿司 海蓮丸 明石店

●大庄水産 明石駅前店

●漁師直送 めし処 釣ヤ

●小料理 五半

●Bistro Logsea

●新浜

●酒肴飯菜 たけもと

●かがし

●すし竹

●立呑み処 呑んべえ

●Innovative Cuisine DINING 花

●銀しゃり × 炭火七輪焼 ふくね

●デリサク食堂

●マルカワ ( 明石ビブレ内 )

●三杉屋 山陽明石店

●パントリー明石店

●プチマルシェ 西新町店

●プチマルシェ 魚住店

●コープこうべ コープ西明石

●金引

●竹本鮮魚店

●吉市水産

●ひとみ鮮魚

●藤永鮮魚店 (魚の棚商店街内)

●滝野商店 (魚の棚商店街内)

●菅徳魚類

●鶴谷鮮魚店

●魚利商店 (魚の棚商店街内 )

●克丸 (魚の棚商店街内 )

●業務スーパー西明石小久保店

●スーパー小西屋 太寺店

●松庄商店 (魚の棚商店街内 )

飲食店・明石市内飲食店・明石市内

飲食店・その他の地域飲食店・その他の地域

小売店・明石市内小売店・明石市内

小売店・その他の地域小売店・その他の地域

神戸市内

●北野坂 栄ゐ田 本店

●あなご屋 韋駄天

●栄ゐ田 本山分店

●嶺寿

●魚光

●わき本

●いわもと

●北野坂 栄ゐ田 HANARE

●華

●文福

●六甲のへそ

●Dining&Bar to・to

●民芸茶屋 御用

●三平寿し

●くいもんや万坊

●具～たら kitchen 賛飲家

●美好すし

●庵梵丹

●大天狗寿司

●浦正 別邸　

●鉄板ビストロ キャトル

●kazupassion 南園

●とれとれ海鮮 浜の大将

●神戸 味兵衛

●高松商店

●植月

●すし うえだ

●魚彩 なかもと

●喜市

●くろだ

●神戸北野ホテル

●イグレックベガ

●SO.TABLE KOBE 0330

●漁師寿司 海蓮丸 神戸店

●海鮮屋台おくまん神戸駅前店

　高速長田店・神戸三宮店

●郷土大衆居酒屋 金八

●三宮高架下酒場 茶々

●ひょうご五国ワールド

西宮市 

●吟座 糀家

●食楽 ぐう

●旬味 すゞ喜

●海鮮屋台おくまん 西宮店

芦屋市

●割烹 青柳

三田市

●旬鮮割烹 釉吉

三木市

●ネスタリゾート神戸

宝塚市・川西市 

●海鮮屋台おくまん 

　宝塚店

　川西能勢口店

大阪府 

●庄や 

　新大阪店

　肥後橋土佐堀通り店

●味処 祭

●海鮮屋台おくまん 福島店　

　谷六店・中崎町店・京橋西店

　土佐堀店・西本町店

　阿波座東店・蒲生四店

　淡路店・茶屋町店・堂山店

　住之江公園店・ 難波元町店

　北加賀屋店・鳳駅前店

　天満橋店・三国ケ丘店

　香里園店・梅田 DD ハウス店

　上新庄店・荒本店

●春団治

東京都

●Tsukiji Fish Burger MASA

●魚と酒と肴と人と 風追ゐ

北海道 

●料理屋 K

栃木県 

●和食 杣

神奈川県 

●鮮魚居酒屋×日本酒 

　魚商店 川崎

山梨県 

●BENCH

神戸市

●中島水産 神戸元町店 ( 大丸 神戸店内 )

●いかりスーパー

　いかり有野店・いかり岡本店・西鈴蘭台店

●マルカワ 御影店 ( 阪神百貨店 阪神・御影内 )

●神鉄食彩館 北鈴店・ 西鈴店

●業務スーパー フレッシュ石守 伊川谷店

●コープこうべ コープ西神・ コープ新多聞

　コープ横尾・コープ垂水

●魚秀 本店・コアキタマチ店

●魚新商店

●ジョイエール宇治川

　ジョイエール月見山

●湊川グルメ

兵庫県その他の地域

●いかりスーパー

  いかり甲子園店・いかり門戸店・いかり夙川店・

　いかり阪急伊丹店・いかり阪急逆瀬川店

　いかり塚口店

●マルカワ 

　西宮店 (阪神百貨店 阪神・にしのみや内 )

　尼崎店 (阪神百貨店あまがさき阪神内)

●阪急百貨店 西宮阪急・宝塚阪急・川西阪急

●コープこうべ

　コープ苦楽園・コープデイズ芦屋

●JA 兵庫六甲農協市場館パスカルさんだ一番館

●JA 兵庫南 にじいろふぁ～みん (加古郡 )

●ダイエー マルナカ西宮店

●ヤマダストアー ( 姫路市 )

　花田店・新辻井店・青山店・網干店

　阿弥陀店 (高砂市 )・北野店 (加古川市 )

●中島水産 加古川店(ヤマトヤシキ加古川店内)

●さかな館 (尼崎市 )

●さかな屋 魚八 (三木市 )

●あべ鮮魚 (佐用郡 )

●業務スーパー フレッシュ石守 稲美店

大阪府内

●中島水産 

　堺店 (高島屋堺店内 )

　泉北店 (高島屋泉北店内 )

●いかりスーパー 

　いかり王子店・いかり豊中店・いかり箕面店

●マルカワ 

　あべの店 ( あべのハルカス近鉄本店内 )

　梅田店 ( 阪神百貨店 阪神梅田本店内 )

　上本町店 ( 近鉄百貨店 上本町店内 )

●魚の北辰阪急うめだ本店 (阪急うめだ本店内 )

●一幸

●魚くみ 

　高槻松坂屋店 ( 松坂屋 高槻店内 )

　近商ストア布施店 ( 近商ストア 布施店内 )

●スーパーサンコー 

　丸和店・長居店・弥刀店・植松店・平野店

●どん DON 市場

●ピュア 13 本店 鮮魚部

その他の地域

●マルカワ (奈良県 ) 

　生駒店 ( 近鉄百貨店 生駒店内 )

　橿原店 ( 近鉄百貨店 橿原店内 )

●魚くみ 近鉄奈良店 ( 近鉄百貨店 奈良店内 )

●ダイエー マルナカ富雄南店 (奈良県 )

●中島水産 (京都府 )

　京都店 ( 高島屋 京都店内 )

　洛西店 ( 高島屋 洛西店内 )

　京都駅前店 ( ジェイアール京都伊勢丹内 )

●マルカワ 京都店 (FUJII DAIMARU 内 )

●クリトモ商店 (東京都 )

●磯崎 (東京都 )

●山利商店 (千葉県 )

水揚状況によりメニューや品ぞろえに変動があります。サワラの入荷状況は各店舗にお問い合わせください。


