
店舗名 郵便番号 住所

三好三本松店　　　　 470-0213 愛知県みよし市打越町畦違１４２番地１　　　　　　　　　 完売

佐織古瀬店　　　　　 496-8004 愛知県愛西市古瀬町村前７２番地２　　　　　　　　　　　　　　　　

佐屋駅西店　　　　　 496-0902 愛知県愛西市須依町須賀割２１０８番地８ 完売

東郷町新池店　　　　 470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水二丁目４番地４ 完売

東郷春木店　　　　　 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字上正葉廻間８番地２

安城赤松店　　　　　 446-0046 愛知県安城市赤松町北新屋敷８６番地２　　　　　　　　　　　　　　

安城新田町店　　　　 446-0018 愛知県安城市東新町８番地１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一宮今伊勢店　　　　 491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字中町１０番地

一宮小信中島東店　　 494-0007 愛知県一宮市小信中島字仁井西２９番地１

稲沢横地店　　　　　 492-8266 愛知県稲沢市横地四丁目６４番地

稲沢高重店　　　　　 492-8424 愛知県稲沢市高重東町４６番１

稲沢長束店　　　　　 492-8167 愛知県稲沢市長束町青木田６６番地　　　　　　　　　　　　　　　　

稲沢天池北店　　　　 492-8277 愛知県稲沢市天池牧作町６８番２ 完売

岡崎大西二丁目店　　 444-0871 愛知県岡崎市大西二丁目１６番地９

蟹江須成店　　　　　 497-0031 愛知県海部郡蟹江町大字須成字下惣作２１８４番地

大治東條店　　　　　 490-1134 愛知県海部郡大治町大字東條字砂島１３番地

飛島竹之郷店　　　　 490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷一丁目８３番地１

蒲郡形原店　　　　　 443-0104 愛知県蒲郡市形原町天神裏１９番地１３　　　　　　　　　　　　　　

蒲郡シーサイド店　　 443-0013 愛知県蒲郡市大塚町南向山２５番地２

蒲郡塩津店　　　　　 443-0046 愛知県蒲郡市竹谷町足洗５番地９

刈谷泉田店　　　　　 448-0004 愛知県刈谷市泉田町折戸２９番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

犬山羽黒栄店　　　　 484-0893 愛知県犬山市羽黒栄二丁目３２番地２ 完売

犬山桜海道一丁目店　 484-0804 愛知県犬山市羽黒桜海道一丁目１０番地８

東温市役所前店　　　 484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字皿屋敷９５番地　　　　　　　　　　　　　

江南上奈良店　　　　 483-8259 愛知県江南市上奈良町栄２９番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

新居浜宇高店　　　　 483-8259 愛知県江南市上奈良町栄２９番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

小牧三ッ渕店　　　　 485-0075 愛知県小牧市大字三ッ渕字新田前２２１６番地３　　　　　　　　　　

常滑古社店　　　　　 479-0043 愛知県常滑市字古社１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

常滑西阿野店　　　　 479-0802 愛知県常滑市西阿野字春瀬３２２番１　　　　　　　　　　　　　　　

常滑桧原店　　　　　 479-0803 愛知県常滑市桧原字勇田７４番地１

常滑保示町店　　　　 479-0827 愛知県常滑市保示町四丁目１０７番地

新城西入船店　　　　 441-1384 愛知県新城市字西入船２５番地５

新城有海店　　　　　 441-1317 愛知県新城市有海字作神５６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

清洲上条店　　　　　 452-0944 愛知県清須市上条二丁目６番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　

西尾永楽町店　　　　 445-0854 愛知県西尾市永楽町三丁目２８番地 完売

西尾下矢田町店　　　 444-0314 愛知県西尾市下矢田町久多良解３７番地

吉良店　　　　　　　 444-0517 愛知県西尾市吉良町大島中道下４番の２

吉良町店　　　　　　 444-0515 愛知県西尾市吉良町富好新田西青鳥３９番地２ 完売

西尾戸ケ崎店　　　　 445-0075 愛知県西尾市戸ケ崎二丁目１１番地４　　　　　　　　　　　　　　　

東幡豆店　　　　　　 444-0701 愛知県西尾市東幡豆町向山下５６番地

大府法林坊店　　　　 474-0053 愛知県大府市柊山町四丁目１８９番地　　　　　　　　　　　　　　　

阿久比植大店　　　　 470-2216 愛知県知多郡阿久比町大字植大字植深田３８番地２　　　　　　　　　 完売

東浦緒川植山店　　　 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字植山４３番地の２　　　　　　　　　　

南知多大井店　　　　 470-3501 愛知県知多郡南知多町大字大井字浜辺３３番地の１　　　　　　　　　

新知店　　　　　　　 478-0017 愛知県知多市新知字永井７６番地の２　　　　　　　　　　　　　　　

知多八幡店　　　　　 478-0001 愛知県知多市八幡字半田道３番の３

津島駅店　　　　　　 496-0802 愛知県津島市錦町１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東海高横須賀店 477-0037 愛知県東海市高横須賀町社宮司１０１番地の５　　　　　　　　　　　

東海高横須賀店　　　 477-0037 愛知県東海市高横須賀町社宮司１０１番地の５　　　　　　　　　　　

大池公園店　　　　　 476-0014 愛知県東海市富貴ノ台６丁目２４０番地　　　　　　　　　　　　　　



半田亀崎店　　　　　 475-0026 愛知県半田市亀崎新田町四丁目２０番地１　　　　　　　　　　　　　

半田板山西店　　　　 475-0936 愛知県半田市板山町十五丁目９４番地の１　　　　　　　　　　　　　

半田浜田町店　　　　 475-0805 愛知県半田市浜田町一丁目７１番地

豊橋石塚店　　　　　 440-0075 愛知県豊橋市花田町字石塚４２－５　　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋賀茂町店　　　　 441-1101 愛知県豊橋市賀茂町字森信４２番地７　　　　　　　　　　　　　　　

豊橋上野店　　　　　 441-8157 愛知県豊橋市上野町字上ノ山７８番地の５　　　　　　　　　　　　　 完売

豊橋植田店　　　　　 441-8134 愛知県豊橋市植田町字西新切１３番

豊橋新栄店　　　　　 441-8016 愛知県豊橋市新栄町字鳥畷１０番地の１　　　　　　　　　　　　　　

豊橋西橋良店　　　　 441-8039 愛知県豊橋市西橋良町２４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 完売

豊橋中郷店　　　　　 441-8031 愛知県豊橋市中郷町５番地

豊橋長瀬町店　　　　 440-0082 愛知県豊橋市長瀬町字郷西４６番地１

豊橋東岩田二丁目店　 440-0033 愛知県豊橋市東岩田二丁目２３番地３

豊橋一里山店　　　　 441-3112 愛知県豊橋市東細谷町字一里山６６番地の１　　　　　　　　　　　　

豊橋藤並相生店　　　 441-8114 愛知県豊橋市藤並町字相生２番１

豊川伊奈町店　　　　 441-0105 愛知県豊川市伊奈町南山新田１８８番地７ 完売

小坂井町店　　　　　 441-0101 愛知県豊川市宿町光道寺６９番地　　　　　　　　　　　 完売

川之江上分店　　　　 441-0101 愛知県豊川市宿町光道寺６９番地　　　　　　　　　　　 完売

豊川谷川店　　　　　 442-0807 愛知県豊川市谷川町洞１４７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊川中条店　　　　　 442-0818 愛知県豊川市中条町広口４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 完売

若林店　　　　　　　 473-0914 愛知県豊田市若林東町石根２２番地　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田若林東店　　　　 473-0914 愛知県豊田市若林東町竹陽５７番地４　　　　　　　　　　　　　　　

豊田渋谷店　　　　　 471-0808 愛知県豊田市渋谷町３－３７－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田上原店　　　　　 470-0341 愛知県豊田市上原町上原４番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　 完売

豊田大島町店　　　　 473-0935 愛知県豊田市大島町錦５６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　

木瀬店　　　　　　　 470-0411 愛知県豊田市木瀬町檜本３０９番地１　　　　　　　　　　　　　　　

鞍ヶ池ＰＡ店　　　　 471-0002 愛知県豊田市矢並町法沢７３１番地１　　　　　　　　　　　　　　　

豊明阿野町店　　　　 470-1142 愛知県豊明市阿野町東阿野２０１番地の１　　　　　　　　　　　　　

豊明榎山店　　　　　 470-1151 愛知県豊明市前後町大狭間１４４７番地の１　　　　　　　　　　　　

豊明大久伝東店　　　 470-1111 愛知県豊明市大久伝町東２３番２

北名古屋能田店　　　 481-0003 愛知県北名古屋市能田引免地５５番地１

ミニ千年エスコ店　　 455-0011 愛知県名古屋市港区千年三丁目１番１２号（株）ＵＡＣＪ名古屋製造所

川間二丁目店　　　　 455-0076 愛知県名古屋市港区川間町二丁目３４番地

名古屋名四町店　　　 455-0053 愛知県名古屋市港区名四町３４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

守山金屋一丁目店　　 463-0072 愛知県名古屋市守山区金屋一丁目９番２８号

守山瀬古一丁目店　　 463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古一丁目６０８番地の２

守山下しだみ店　　　 463-0003 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字上野山１０４４番地１　　　　　

守山上志段味店　　　 463-0001 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字所下１０４６番地の１

柳ケ枝二丁目店　　　 467-0825 愛知県名古屋市瑞穂区柳ケ枝町二丁目６５番地の１ 完売

那古野南店　　　　　 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野二丁目２５番１４号

那古野二丁目店　　　 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野二丁目３番１号

名西枇杷島店　　　　 451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島五丁目２０番２６号

自由ケ丘店　　　　　 464-0016 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘２－６－２４　　　　　　　　　　　　

Ｆ今池南店　　　　　 464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南３２番１６号

松山南梅本店　　　　 464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南３２番１６号

さくらが丘店　　　　 464-0025 愛知県名古屋市千種区桜が丘１４番地　　　　　　　　　　　　　　　

大須店　　　　　　　 460-0011 愛知県名古屋市中区大須３丁目４４番４４号　　　　　　　　　　　　 完売

中川押元町店　　　　 454-0841 愛知県名古屋市中川区押元町一丁目２９番地４　　　　　　　　　　　

東春田一丁目店　　　 454-0983 愛知県名古屋市中川区東春田一丁目４５番地

法華西町店　　　　　 454-0937 愛知県名古屋市中川区法華西町７２番地　　　　　　　　　　　　　　

中川野田店　　　　　 454-0912 愛知県名古屋市中川区野田一丁目５１２番地



烏森駅東店　　　　　 453-0852 愛知県名古屋市中村区角割町五丁目５０番地２

千成西店　　　　　　 453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通５－２５　　　　　　　　　　　　　　　

柵下町店　　　　　　 457-0044 愛知県名古屋市南区柵下町２丁目８番地の２　　　　　　　　　　　　

鶴見通店　　　　　　 457-0807 愛知県名古屋市南区鶴見通６－２－１　　　　　　　　　　　　　　　

西あじま二丁目店　　 462-0016 愛知県名古屋市北区西味鋺二丁目１３０番地

緑諸ノ木店　　　　　 458-0818 愛知県名古屋市緑区鳴海町字大清水１７３番地１
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