
カカオ・トレース認証チョコレート商品取扱店舗

店名
該当商品
販売時期

〒 住所 TEL FAX 営業時間 定休日 URL

パティスリー・エ・カフェ　グランディール 通年販売 507-0054 岐阜県多治見市宝町10-24 0572-25-7737 0572-25-7737 10：00～20：00
（サロンスペース18： 毎火/第3月曜日 https://www.e-grandir.com

Sweet Soul 特定時期 883-0044 宮崎県日向市上町4-6 0982-52-2626 0982-52-2626 10：00～19：00 不定休 http://www.sweet-soul.jp

有限会社二階堂 通年販売 030-0802 青森市本町1丁目6-11 017-732-1104 017-723-6061 9：00～19：00
（日祝18:00） 無し http://nikaidou.jp

有限会社コンディトライベーレン 通年販売 471-0013 愛知県豊田市高上1-19-15 0561-64-2678 0561-64-2627 10：00～19：00 毎水/第2・4木曜日

株式会社きくや 通年販売 451-0043 名古屋市西区新道二丁目15-9 052-571-2770 052-571-1505 9：00～18：00 日曜日・祝日 https://www.cc-kikuya.co.jp/

有限会社創菓苑 特定時期のみ 849-0917 佐賀県高木瀬町長瀬935-2 0952-32-1245 0952-32-1245 10：00～19：00 月曜日
http://annanookurimono.hish
aku.com/

有限会社アントワーヌ・カレーム 通年販売 153-0064 東京都目黒区下目黒6-1-27 03-3760-4463 03-3760-9583 9：00～18：00 第3月曜
祝日は翌火曜日

https://www.antoinecareme.c
om/

パティスリー　プティ・ボヌール 通年販売 079-8417 北海道旭川市永山７条4-3-1 0166-73-7776 0166-73-7776 10：00～19：30 木曜日

パティスリー　ラ　ボンボニエール 通年販売 183-0055 東京都府中市府中町1-25-12 042-306-5536 042-306-5536 10：00～19：30 火曜日
（祝日は営業）

https://www.facebook.com/La
BonbonniereJ

菓子工房エトワール・ドゥ・神戸 通年販売 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目7-2
ハミングコート1F 078-351-0147 078-351-0147 10：00～20：00 水曜日

黒棒茶寮Doch 特定時期のみ 830-0062 福岡県久留米市荒木町白口字
栗の内1290 0942-27-3031 0942-27-2109 9：30～18：00

（土日祝17：00）
火曜日

（第3火曜は営業）
http://www.kurobo.co.jp/

patisserie/chocolaterie
La vie-poli 通年販売 671-2216 兵庫県姫路市飾西字前江479-1 079-260-7843 079-260-7843 10：30～19：00 月・火曜日

（不定休あり）
http://www.instagram.com/lav
iepoli

パティスリー　ショコラトリー　サクライ 通年販売 939-0276 富山県射水市北野1553-6 0766-50-8864 0766-50-8865 9：00～19：00
（日祝18：30） 水・木曜日 http://sakurai-cake.main.jp

パティスリー　オムリブル 特定時期のみ 421-1311 静岡県静岡市葵区富沢364-1 054-270-1220 054-270-1220 9：30～19：30 水曜日

有限会社ル・スリジェダムール 特定時期のみ 500-8227 岐阜県岐阜市北一色4-4-30 058-246-2634
070-1295-4980 058-246-3806 10：00～19：00 なし

ムッシュヒロ 通年販売 830-0038 福岡県久留米市西町860番地天本

スカイハイツ1F 0942-35-8408 10：00～19：00 水曜日
http://www.mhiro-
sweets.com/

パティスリーアプラノス 通年販売 336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影 1-1-20 048-826-5656 10：00～19：00 火曜日 http://aplanos.jp/

ケーキハウス　アルパジョン
下長店

通年販売 039-1164 青森県八戸市下長2-1-25 0178-20-5822 0178-20-6688 10：00～20：00 年中無休

ケーキハウス　アルパジョン
湊高台店

通年販売 031-0823 青森県八戸市湊高台6-5-17 0178-35-1555 0178-35-1566 10：00～20：00 年中無休 http://arpajon.co.jp/

ル・パティシエ・アルパジョン 通年販売 031-0004 青森県八戸市南類家5-2-5 0178-73-8989 0178-73-8955 10：00～20：00 年中無休 http://arpajon.co.jp/

アルパジョン　新青森駅店 通年販売 038-0003 青森県青森市石江字高間140-2　新青森駅　あお
もり旬味館内

017-752-6525 9：00～20：00 年中無休 http://arpajon.co.jp/

パティスリー　ミラヴェイユ 通年販売 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志3丁目12-23-102 0797-62-7222 10：00～19：00 水曜・第2・4木曜

アトリエ辻　東京 通年販売 186-0003 東京都国立市富士見台2-13-3 042-571-1640 042-571-1612 12：00～16：00 主に土日（不定休） https://www.tsujicho.com/att/

（株）時之栖　ノルマンディーショコラ 通年販売 412-0033 静岡県御殿場市神山719 0550-87-6528 0550-87-6503 10：00～18：00 なし

森三スリーフォレスト店 通年販売 899-5421 鹿児島県姶良市東餠田2707-1 0995-67-7318 0995-67-7328 10：00～18：00 火・水曜日 http://www.morizo.co.jp/

三橋の森　カフェ・ボスケ 通年販売 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目1330 048-640-2533 8：30～16：00 月曜（不定休）、火曜日https://la-clairiere.jp/

株式会社北村紙器 スポット販売 929-0123 石川県能美市山口町379番地 0761-21-8585 0791-21-8562 9：00～16：00 土・日・祝
https://www.rakuten.co.jp/ajiro
ankintuba/

ル・パティシエミキ 共同開発品の販売 641-0006 和歌山県和歌山市中島551-4 073-471-7977 073-471-7977 10：00～19：00 水曜・不定期火曜・
夏季冬季等

http://patissier-miki.jp/

だんご屋本舗たかはし 999-3134 山形県上山市矢来2-1-41 023-672-3357 023-672-3353

うーおの森 通年販売 181-0011 東京都三鷹市井口1-22-38 0422-26-4051 0422-26-4051 10：00～19：00 水曜日 https://oyatunowuo.com/

Patico 通年販売 663-8246 兵庫県西宮市津門仁辺町1-23　ヴィヴァン西
宮

0798-42-7507 0798-42-7508 ネット販売のみ 土・日・祝 https://patico.tagaya.co.jp/

2021.1.28現在　承諾のあった店舗様のみを掲載しております。
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