
店舗名 郵便番号 住所

輪之内町 503-0204 岐阜県安八郡輪之内町四郷字新開２４３番

安八大藪 503-0202 岐阜県安八郡輪之内町大藪８７０番地の１

安八輪之内町 503-0233 岐阜県安八郡輪之内町中郷字下切戸１０２５番３

笠松みなみ 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代字神明４３９番地

笠松東金池 501-6038 岐阜県羽島郡笠松町東金池町１４３－１

岐南 501-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣北５丁目１１２

岐南薬師寺 501-6014 岐阜県羽島郡岐南町薬師寺四丁目８番地

羽島牧野 501-6236 岐阜県羽島市江吉良町字牧野郷中１２８７番１

岐阜羽島インター 501-6311 岐阜県羽島市上中町長間字十二割１８９４

羽島竹鼻町 501-6232 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴４６９番地１

加茂上川辺 509-0302 岐阜県加茂郡川辺町上川辺下松田１１３８番地１

可児羽崎八幡前 509-0222 岐阜県可児市羽崎八幡前１１８８番

可児下切北 509-0245 岐阜県可児市下切３２９４番地１

岐阜各務野高校前 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町３丁目５５０番地の１

各務原にんじん通 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町６丁目８９－１

鵜沼三ツ池町 509-0146 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町３丁目８８

各務原市民プール前 509-0144 岐阜県各務原市鵜沼小伊木町４丁目１６８番地２

各務原大伊木 509-0144 岐阜県各務原市鵜沼大伊木町一丁目２７６番地２

うぬま朝日町 509-0145 岐阜県各務原市鵜沼朝日町四丁目１番地１

鵜沼東町 509-0126 岐阜県各務原市鵜沼東町七丁目１８番地

各務原おがせ 509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町五丁目２４４番地２

各務原上戸 504-0927 岐阜県各務原市上戸町二丁目２０番地１

各務原大橋 504-0926 岐阜県各務原市上中屋町四丁目１９７番地

各務原成清 504-0935 岐阜県各務原市成清町１－３０－２

各務原吉野町 504-0846 岐阜県各務原市蘇原吉野町４丁目４１

各務原蘇原野口 504-0854 岐阜県各務原市蘇原野口町四丁目１１番地１

各務原六軒店 504-0905 岐阜県各務原市蘇原六軒町４丁目１０番地１１

各務原那加前野 504-0026 岐阜県各務原市那加前野町４丁目５０番地

各務原総合体育館 504-0023 岐阜県各務原市那加太平町二丁目２０６番地１

関しもうち 501-3217 岐阜県関市下有知１１８８番地１

関黒屋 501-3207 岐阜県関市黒屋８８７番地３

関山田 501-3944 岐阜県関市山田８１２番地３

関白金 501-3947 岐阜県関市上白金９６４番地

関千疋 501-3954 岐阜県関市千疋２９６番地１

岐阜茜部 500-8282 岐阜県岐阜市茜部大川二丁目６７番地

茜部菱野 500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野三丁目１２８番地１

岐阜粟野西 502-0006 岐阜県岐阜市粟野西３丁目８７番１

岐阜芋島 500-8234 岐阜県岐阜市芋島２丁目４番１６号

岐阜下西郷 501-1175 岐阜県岐阜市下西郷２丁目１５－１

岐阜下奈良 500-8385 岐阜県岐阜市下奈良三丁目２番７号

ぎふ加納新本町 500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町四丁目１６番地

岐阜加野六丁目 501-3107 岐阜県岐阜市加野六丁目４番２

岐阜芥見五丁目 501-3134 岐阜県岐阜市芥見五丁目３番地１

岐阜駅西 500-8856 岐阜県岐阜市橋本町２丁目２０

岐阜西柳ヶ瀬 500-8842 岐阜県岐阜市金町４丁目２８番地

岐阜こがね 500-8842 岐阜県岐阜市金町一丁目３番地

岐阜向加野 501-3109 岐阜県岐阜市向加野１丁目２１－１３



新岐関大橋 501-2556 岐阜県岐阜市溝口中１４１番地１

岐阜金町七丁目 500-8841 岐阜県岐阜市高野町七丁目６番

西岐阜駅南 500-8381 岐阜県岐阜市市橋六丁目１番地２

岐阜若宮町九丁目 500-8828 岐阜県岐阜市若宮町９丁目９番２

岐阜松鴻町 500-8412 岐阜県岐阜市松鴻町１丁目１番

岐阜上土居 502-0803 岐阜県岐阜市上土居２丁目１６番１２号

岐阜下川手 500-8441 岐阜県岐阜市城東通六丁目４３番地

名鉄岐阜駅北 500-8833 岐阜県岐阜市神田町８丁目５番

名鉄岐阜駅イクト 500-8833 岐阜県岐阜市神田町九丁目１番地

岐阜駅前 500-8833 岐阜県岐阜市神田町九丁目２７番地大岐阜ビル２階Ａ号室

岐阜清本町 500-8351 岐阜県岐阜市清本町四丁目３５番地１

岐阜則松 501-1183 岐阜県岐阜市則松二丁目６１番地３

岐阜太郎丸 501-2579 岐阜県岐阜市太郎丸知之道２７９番地１

岐阜公園前 500-8003 岐阜県岐阜市大宮町１－５

岐阜三田洞 502-0004 岐阜県岐阜市大字三田洞字大坪８５４番４

岐阜中 501-1173 岐阜県岐阜市中二丁目１２５番地の３

中鶉 500-8288 岐阜県岐阜市中鶉３－２５

岐阜南うずら五丁目 500-8285 岐阜県岐阜市南鶉五丁目１２番

岐阜日野 500-8212 岐阜県岐阜市日野南４丁目６－８

岐阜北鶉 500-8287 岐阜県岐阜市北鶉二丁目５６番地

岐阜又丸 501-1152 岐阜県岐阜市又丸柳町１８－２

岐阜いなば 500-8082 岐阜県岐阜市矢島町二丁目２１番

岐阜県庁 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南２－１－１

岐阜六条 500-8355 岐阜県岐阜市六条片田一丁目５番６号

岐阜六条北 500-8359 岐阜県岐阜市六条北４－１２－３

ひるがの高原ＳＡ 501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見字上野５４１４番３９

郡上大和 501-4607 岐阜県郡上市大和町徳永７２８番地２

白鳥バイパス 501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良７３３番地１７

郡上稲成 501-4223 岐阜県郡上市八幡町稲成字上ノ田１１５０番１

郡上インター 501-4234 岐阜県郡上市八幡町五町一丁目１番地６

郡上小野 501-4221 岐阜県郡上市八幡町小野７丁目２番地４２

郡上愛宕 501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷１２０番地６

恵那やまおか 509-7603 岐阜県恵那市山岡町上手向字石平前１８４番地２

恵那大井 509-7201 岐阜県恵那市大井町６９６－３７

恵那久須見 509-7206 岐阜県恵那市長島町久須見５２番１

恵那正家 509-7203 岐阜県恵那市長島町正家二丁目７－１７

恵那大崎 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野神田２５７－３

高山桐生町 506-0004 岐阜県高山市桐生町５－２２１

高山江名子 506-0818 岐阜県高山市江名子町４８７番地１３

高山松原 506-0058 岐阜県高山市山田町１５２３－１４

高山松之木町 506-0802 岐阜県高山市松之木町６番１

高山しんぐう 506-0035 岐阜県高山市新宮町１６２０

高山西之一色 506-0031 岐阜県高山市西之一色町２－１２２－１

高山千島 506-0032 岐阜県高山市千島町２６１番１

高山総和三丁目 506-0007 岐阜県高山市総和町三丁目３５番

山県佐賀 501-2114 岐阜県山県市佐賀７９２番地３

瑞浪寺河戸 509-6121 岐阜県瑞浪市寺河戸町字蟹淵１２０１－２

瑞浪上野 509-6125 岐阜県瑞浪市上野町二丁目１３９番地



瑞浪土岐町 509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町字沢跨６９８６－３

瑞浪陶町 509-6363 岐阜県瑞浪市陶町大川７８１番地３

瑞浪小田 509-6116 岐阜県瑞浪市南小田町一丁目２番地

多治見駅北 507-0037 岐阜県多治見市音羽町一丁目６４－１

多治見笠原町 507-0901 岐阜県多治見市笠原町字梅平３９８６－２４

多治見小泉八丁目 507-0073 岐阜県多治見市小泉町八丁目１２９番地１

多治見小名田 507-0004 岐阜県多治見市小名田町１－７－１

多治見平和町 507-0827 岐阜県多治見市平和町五丁目５７番地１

多治見駅前 507-0033 岐阜県多治見市本町２－７０－８

多治見明和町 507-0072 岐阜県多治見市明和町２丁目７７番

大垣旭町六丁目 503-0824 岐阜県大垣市旭町六丁目３番地１

大垣築捨町 503-0854 岐阜県大垣市築捨町３丁目２４番

大垣築捨町二丁目 503-0854 岐阜県大垣市築捨町二丁目１０２番地３

大垣中野町 503-0022 岐阜県大垣市中野町２－１－６

大垣桧町 503-0981 岐阜県大垣市桧町字笠毛８１８番１

大垣北方町 503-0019 岐阜県大垣市北方町２丁目９５番地１

中津川茄子川 509-9132 岐阜県中津川市茄子川字津戸井１７３６－１

中津川苗木南 508-0101 岐阜県中津川市苗木４８９９番地６

付知尾ヶ平 508-0351 岐阜県中津川市付知町４９５６番地の５５

北恵那福岡 508-0203 岐阜県中津川市福岡１２２３番地の２９

土岐平成 509-5302 岐阜県土岐市妻木平成町二丁目１２番地

土岐泉西山町 509-5154 岐阜県土岐市泉西山町１丁目２０番

土岐インター 509-5103 岐阜県土岐市泉東窯町３丁目７０番地３

土岐泉 509-5146 岐阜県土岐市泉明治町５－３７

土岐口北町 509-5126 岐阜県土岐市土岐口北町一丁目１１番地

飛騨古川上野 509-4263 岐阜県飛騨市古川町上野字清水５８４番４

飛騨古川新栄町 509-4231 岐阜県飛騨市古川町新栄町３番６号

美濃加茂伊深 505-0008 岐阜県美濃加茂市伊深町１０６６番地２

美濃加茂加茂川町 505-0044 岐阜県美濃加茂市加茂川町一丁目字若宮３０３０番１３

美濃加茂いなべ 505-0055 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺６９５番地１

美濃加茂富加 505-0056 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋１０３５－１

美濃加茂西町 505-0046 岐阜県美濃加茂市西町四丁目３３番地２

美濃加茂川合 505-0022 岐阜県美濃加茂市川合町２丁目９番１号

美濃加茂前平 505-0037 岐阜県美濃加茂市前平町二丁目１１８番地１

美濃加茂中富町 505-0033 岐阜県美濃加茂市中富町一丁目８番３２号

曽代上岩本 501-3714 岐阜県美濃市曽代２０１１番地

美濃大矢田 501-3771 岐阜県美濃市大矢田１３７－１

岐阜本巣北方 501-0445 岐阜県本巣郡北方町柱本南３丁目７１

真正町 501-0465 岐阜県本巣市軽海９６９－２

本巣天神前 501-0471 岐阜県本巣市政田字天神前１０４３番地１

揖斐清水 501-0615 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水９２３番地

養老大跡 503-1324 岐阜県養老郡養老町大跡８５０番地１
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