
■岐阜県
店名 県 市区町村 店名 県 市区町村

穂積本田店 岐阜県 瑞穂市 美濃店 岐阜県 美濃市

岐南店 岐阜県 羽島郡 関ひがし店 岐阜県 関市

羽島北店 岐阜県 羽島市 関緑ヶ丘店 岐阜県 関市

各務原中央店 岐阜県 各務原市 美濃加茂西店 岐阜県 美濃加茂市

鵜沼店 岐阜県 各務原市 御嵩東店 岐阜県 可児郡

那加店 岐阜県 各務原市 広見店 岐阜県 可児市

岐阜金屋店 岐阜県 岐阜市 下恵土店 岐阜県 可児市

敷島店 岐阜県 岐阜市 多治見錦町店 岐阜県 多治見市

岐阜県庁西店 岐阜県 岐阜市 多治見インター店 岐阜県 多治見市

茜部南店 岐阜県 岐阜市 根本店 岐阜県 多治見市

芥見店 岐阜県 岐阜市 旭ヶ丘店 岐阜県 多治見市

⾧良真福寺店 岐阜県 岐阜市 山室店 岐阜県 多治見市

郡上市民病院前店 岐阜県 郡上市 土岐肥田店 岐阜県 土岐市

白鳥中央店 岐阜県 郡上市 瑞浪店 岐阜県 瑞浪市

八幡初納店 岐阜県 郡上市 恵那北店 岐阜県 恵那市

大和店 岐阜県 郡上市 恵那正家店 岐阜県 恵那市

下呂店 岐阜県 下呂市 恵那店 岐阜県 恵那市

古川店 岐阜県 飛騨市 岩村店 岐阜県 恵那市

フレスポ高山店 岐阜県 高山市 坂本店 岐阜県 中津川市

高山中央店 岐阜県 高山市 中津川店 岐阜県 中津川市

高山東店 岐阜県 高山市 福岡店 岐阜県 中津川市

国府店 岐阜県 高山市 中津川東店 岐阜県 中津川市

高山南店 岐阜県 高山市 苗木店 岐阜県 中津川市

■愛知県(名古屋市以外）
店名 県 市区町村 店名 県 市区町村

三好ヶ丘店 愛知県 みよし市 新城店 愛知県 新城市

東郷西店 愛知県 愛知郡 瀬戸菱野店 愛知県 瀬戸市

安城今池店 愛知県 安城市 瀬戸南店 愛知県 瀬戸市

安城南店 愛知県 安城市 瀬戸水野店 愛知県 瀬戸市

一宮公園通店 愛知県 一宮市 瀬戸品野店 愛知県 瀬戸市

祖父江店 愛知県 稲沢市 清須東店 愛知県 清須市

六名店 愛知県 岡崎市 大口店 愛知県 丹羽郡

岡町店 愛知県 岡崎市 武豊西店 愛知県 知多郡

岡崎百々店 愛知県 岡崎市 牛田店 愛知県 知立市

岡崎牧御堂店 愛知県 岡崎市 ⾧久手店 愛知県 ⾧久手市

矢作店 愛知県 岡崎市 ⾧久手南店 愛知県 ⾧久手市

高松店 愛知県 刈谷市 津島北店 愛知県 津島市

冨士松店 愛知県 刈谷市 津島南店 愛知県 津島市

岩倉西店 愛知県 岩倉市 上野台店 愛知県 東海市

羽黒店 愛知県 犬山市 米野木店 愛知県 日進市

犬山駅東店 愛知県 犬山市 青山店 愛知県 半田市

江南北店 愛知県 江南市 豊橋牟呂店 愛知県 豊橋市

高浜店 愛知県 高浜市 豊橋菰口店 愛知県 豊橋市

六軒屋店 愛知県 春日井市 豊川南店 愛知県 豊川市

勝川店 愛知県 春日井市 豊川八幡店 愛知県 豊川市

春日井小野店 愛知県 春日井市 豊川店 愛知県 豊川市

春日井朝宮店 愛知県 春日井市 豊川北店 愛知県 豊川市

高蔵寺店 愛知県 春日井市 上郷店 愛知県 豊田市

春日井西店 愛知県 春日井市 豊田寿 愛知県 豊田市

春日井神領店 愛知県 春日井市 豊田梅坪店 愛知県 豊田市

春日井宮町店 愛知県 春日井市 浄水店 愛知県 豊田市

西春店 愛知県 北名古屋市 豊明店 愛知県 豊明市



■愛知県(名古屋市）
店名 県 市区町村 店名 県 市区町村

天子田店 愛知県 名古屋市守山区 錦二丁目店 愛知県 名古屋市中区

守山大永寺店 愛知県 名古屋市守山区 広小路栄店 愛知県 名古屋市中区

守山吉根店 愛知県 名古屋市守山区 大須店 愛知県 名古屋市中区

守山小幡店 愛知県 名古屋市守山区 中川野田店 愛知県 名古屋市中川区

志段味西店 愛知県 名古屋市守山区 日比津店 愛知県 名古屋市中村区

福江店 愛知県 名古屋市昭和区 中村公園前店 愛知県 名古屋市中村区

瑞穂店 愛知県 名古屋市瑞穂区 二瀬店 愛知県 名古屋市中村区

名塚店 愛知県 名古屋市西区 柴田店 愛知県 名古屋市南区

堀越店 愛知県 名古屋市西区 中切店 愛知県 名古屋市北区

光が丘店 愛知県 名古屋市千種区 金城店 愛知県 名古屋市北区

覚王山法王町店 愛知県 名古屋市千種区 味鋺店 愛知県 名古屋市北区

鳴海南店 愛知県 名古屋市緑区 辻本通店 愛知県 名古屋市北区

■京都府・滋賀県・三重県 ■静岡県
店名 県 市区町村 店名 県 市区町村

宇治槇島店 京都府 宇治市 焼津石津店 静岡県 焼津市

伏見小栗栖店 京都府 京都市 焼津西店 静岡県 焼津市

久世東店 京都府 京都市 駿河敷地店 静岡県 静岡市

太子道店 京都府 京都市 清水⾧崎店 静岡県 静岡市

霊仙寺店 滋賀県 栗東市 駿河下川原店 静岡県 静岡市

四日市桜花台店 三重県 四日市市 清水辻店 静岡県 静岡市

四日市泊店 三重県 四日市市 藤枝高柳店 静岡県 藤枝市

藤枝水守店 静岡県 藤枝市

■富山県 ■石川県・福井県
店名 県 市区町村 店名 県 市区町村

魚津店 富山県 魚津市 木曳野店 石川県 金沢市

魚津南店 富山県 魚津市 泉が丘店 石川県 金沢市

美幸店 富山県 高岡市 小松東店 石川県 小松市

黒部店 富山県 黒部市 新庄店 石川県 野々市市

射水大島店 富山県 射水市

福光店 富山県 南砺市 福井御幸店 福井県 福井市

氷見南店 富山県 氷見市 若杉店 福井県 福井市

大沢野店 富山県 富山市 大島店 福井県 福井市

清水町店 富山県 富山市 下馬店 福井県 福井市

町村店 富山県 富山市 二の宮店 福井県 福井市

藤の木店 富山県 富山市

窪新店 富山県 富山市

富山つばめ野店 富山県 富山市

五福店 富山県 富山市

富山呉羽店 富山県 富山市

富山婦中店 富山県 富山市


