
エリア 地域 店　名 住　所 電話番号

名古屋市 港区 アピタ東海通店 愛知県名古屋市港区港明1-10-28 052-655-1511

名古屋市 港区 イオン南陽店 愛知県名古屋市港区春田野1-330 052-303-8200

名古屋市 港区 アピタ港店 愛知県名古屋市港区当知二丁目1501 052-384-1111

名古屋市 港区 マックスバリュ港十番店 愛知県名古屋市港区南十番町1丁目1-2 052-654-7401

名古屋市 港区 イオン名古屋みなと店 愛知県名古屋市港区品川町2-1-6 052-659-2511

名古屋市 港区 ヤマナカ木場店 愛知県名古屋市港区木場町8番地51 052-691-6677

名古屋市 港区 バロー港栄店 愛知県名古屋市港区港栄2-8-30 052-659-6601

名古屋市 港区 イオンスタイル名古屋茶屋店 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11 052-309-6450

名古屋市 守山区 イオン守山店 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3丁目1228番地 052-739-0111

名古屋市 守山区 アピタ新守山店 愛知県名古屋市守山区新守山2830番地 052-792-9011

名古屋市 守山区 清水屋藤ヶ丘店 愛知県名古屋市守山区森孝東1-509 052-773-1515

名古屋市 守山区 ヤマナカ四軒家店 愛知県名古屋市守山区白山一丁目101番地 052-772-6311

名古屋市 守山区 オークワ名古屋守山店 愛知県名古屋市守山区青山台628番4 052-739-1271

名古屋市 守山区 バロー志段味店 愛知県名古屋市守山区上志段味字茂中618 052-739-1900

名古屋市 守山区 バロー新守山店 愛知県名古屋市守山区瀬古東2-1101 052-795-8660

名古屋市 昭和区 イオン八事店 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂2-1 052-836-7000

名古屋市 昭和区 マックスバリュ御器所店 愛知県名古屋市昭和区石仏町1-12 052-851-5711

名古屋市 昭和区 マックスバリュ川原店 愛知県名古屋市昭和区川原通6丁目2-1 052-757-5901

名古屋市 昭和区 フィールシャンピアポート店 愛知県名古屋市昭和区白金3丁目6-24 052-871-2116

名古屋市 西区 ヤマナカ庄内通店 愛知県名古屋市西区庄内通1丁目40-1 052-522-5862

名古屋市 西区 マックスバリュ名西店 愛知県名古屋市西区香呑町6丁目49番1号 052-523-0214

名古屋市 西区 平和堂中小田井店 愛知県名古屋市西区中小田井2丁目300番 052-509-2505

名古屋市 西区 イオンワンダーシティ店 愛知県名古屋市西区二方町40番地 052-506-5600

名古屋市 西区 ヨシヅヤ名古屋名西店 愛知県名古屋市西区名西2丁目33-8 052-528-4811

名古屋市 昭和区 ヤマナカ安田店 愛知県名古屋市昭和区安田通5丁目6番地 052-761-1955

名古屋市 千種区 ヤマナカ覚王山フランテ店 愛知県名古屋市千種区丘上町1-39 052-752-7201

名古屋市 千種区 ヤマナカアスティ店 愛知県名古屋市千種区京命一丁目1番32号 052-771-6184

名古屋市 千種区 ラフーズコア今池店 愛知県名古屋市千種区今池1-30-6 052-741-2550

名古屋市 千種区 マックスバリュ中京千種若宮通店 愛知県名古屋市千種区千種二丁目16番13号 052-734-5200

名古屋市 千種区 アピタ千代田橋店 愛知県名古屋市千種区千代田橋2丁目1番1号 052-722-2811

名古屋市 千種区 マックスバリュ今池店 愛知県名古屋市千種区内山1ｰ5ｰ15 052-733-4300

名古屋市 千種区 ヤマナカ富士見台フランテ 愛知県名古屋市千種区富士見台5丁目24番地 052-721-6200

名古屋市 中区 ヤマナカ松原店 愛知県名古屋市中区松原2丁目21-16 052-323-3201

名古屋市 中川区 ヨシヅヤ太平通店 愛知県名古屋市中川区宮脇町2丁目11番地 052-354-8211

名古屋市 中川区 AZパーク 愛知県名古屋市中川区新家1丁目2421 052-432-4333

名古屋市 中川区 マックスバリュ篠原橋東店 愛知県名古屋市中川区清川町2丁目1-1 052-354-8411

名古屋市 中川区 ヤマナカ新中島店 愛知県名古屋市中川区中島新町2丁目202 052-352-8111

名古屋市 中川区 フィールスマイルプラザ店 愛知県名古屋市中川区長須賀3-306 052-431-5400

名古屋市 中川区 バロー戸田店 愛知県名古屋市中川区冨田町大字戸田字上柳瀬6 052-439-5330

名古屋市 中川区 マックスバリュ福船店 愛知県名古屋市中川区福船町二丁目1番1 052-354-6700

名古屋市 中川区 フィールアイアイプラザ店 愛知県名古屋市中川区野田1-250 052-354-2116

名古屋市 中川区 マックスバリュ昭和橋店 愛知県名古屋市中川区法蔵町2丁目20番 052-653-0211

名古屋市 中川区 フィール富田店 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津字東乗江600番 052-304-2116

名古屋市 中川区 ヤマナカ太平通店 愛知県名古屋市中川区八家町3丁目28番地 052-353-9630

名古屋市 中川区 平和堂豊成店 愛知県名古屋市中川区豊成町1番53号 052-365-3570

名古屋市 中村区 ヤマナカ八田フランテ館 愛知県名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1 052-411-8881

名古屋市 中村区 パレマルシェ中村店 愛知県名古屋市中村区剣町1番地 052-412-8811

名古屋市 中村区 ヤマナカ則武店 愛知県名古屋市中村区松原町3丁目33番地 052-482-3622

名古屋市 中村区 ピアゴ中村店 愛知県名古屋市中村区大門町27番地 052-481-7111

名古屋市 天白区 ピアゴ植田店 愛知県名古屋市天白区元植田1丁目302番地 052-805-0421

名古屋市 東区 イオンナゴヤドーム前店 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 052-725-6700

名古屋市 東区 ヤマナカ大曽根店 愛知県名古屋市東区矢田二丁目1番95号 052-712-1771

名古屋市 南区 イオン新瑞橋店 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7－10 052-857-3100

名古屋市 南区 アピタ名古屋南店 愛知県名古屋市南区豊田4-9-47 052-694-6111

名古屋市 南区 ヤマナカ柴田店 愛知県名古屋市南区鳴浜町5丁目1-1 052-614-2771

名古屋市 熱田区 サンコス金山店 愛知県名古屋市熱田区（名鉄金山駅西改札横） 052-682-7770

名古屋市 熱田区 イオン熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 052-884-0300

名古屋市 熱田区 マックスバリュ千年店 愛知県名古屋市熱田区千年1-16-30　イオンタウン熱田千年１階 052-659-6370

名古屋市 北区 イオン上飯田店 愛知県名古屋市北区織部町1 052-914-6161

名古屋市 北区 アピタ名古屋北店 愛知県名古屋市北区辻町9-1 052-917-8111

名古屋市 北区 マックスバリュ鳩岡店 愛知県名古屋市北区鳩岡町一丁目7-17 052-917-0851

名古屋市 北区 フィール志賀公園店 愛知県名古屋市北区平手町1-13 052-919-2116

名古屋市 北区 バロー光音寺店 愛知県名古屋市北区水草町1-47-1 052-910-2700
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名古屋市 北区 ヤマナカ清水店 愛知県名古屋市北区清水5丁目30番5号 052-991-5401

名古屋市 名東区 ヤマナカ極楽フランテ店 愛知県名古屋市名東区極楽1丁目25 052-705-0881

名古屋市 名東区 マックスバリュ香流店 愛知県名古屋市名東区香流2-908 052-775-1581

名古屋市 名東区 イオンメイトピア店 愛知県名古屋市名東区高間町501-1 052-704-1147

名古屋市 名東区 イオン名古屋東店 愛知県名古屋市名東区猪子石原2丁目1701番地 052-778-4741

名古屋市 名東区 マックスバリュ藤ヶ丘店 愛知県名古屋市名東区藤が丘171 052-771-5835

名古屋市 名東区 フィールクオリテ上社店 愛知県名古屋市名東区社台三丁目267番 052-726-8668

名古屋市 緑区 バローSC鳴海店 愛知県名古屋市緑区砂田1-401 052-624-7911

名古屋市 緑区 イオン大高店 愛知県名古屋市緑区大高町奥平子1番地の1 052-626-2600

名古屋市 緑区 バロー滝ノ水店 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5丁目1401番地 052-895-3100

名古屋市 緑区 アピタ緑店 愛知県名古屋市緑区徳重2丁目201 052-877-2611

名古屋市 緑区 フィール有松ジャンボリー店 愛知県名古屋市緑区南陵601番地 052-626-8811

名古屋市 緑区 ヤマナカ白土フランテ館 愛知県名古屋市緑区白土803番地 052-877-6710

名古屋市 緑区 アピタ鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9 052-892-2411

名古屋市 緑区 ピアゴラ フーズコア徳重店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地の44 052-877-4711

名古屋市 緑区 ピアゴ清水山店 愛知県名古屋市緑区清水山1丁目501番地 052-629-0111

名古屋市 瑞穂区 ピアゴラフーズコア桜山店 愛知県名古屋市瑞穂区桜見町一丁目5番地1 052-859-4711

名古屋市 瑞穂区 ヤマナカ瑞穂店 愛知県名古屋市瑞穂区十六町2丁目20-1 052-842-7881
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エリア 地域 店　名 住　所 電話番号

愛知県 愛西市 ヨシヅヤ勝幡店 愛知県愛西市勝幡町駒捨場1300 0567-28-1211

愛知県 愛西市 ヨシヅヤ佐屋店 愛知県愛西市須依町前田面95-1 0567-28-5511

愛知県 愛西市 オークワ愛西プラザ店 愛知県愛西市柚木町元屋敷曲輪329-10 0567-28-7761

愛知県 長久手市 アピタ長久手店 愛知県長久手市戸田谷901番地1 0561-63-6777

愛知県 長久手市 ピアゴ長久手南店 愛知県長久手市市ヶ洞25番地23 0561-65-0411

愛知県 長久手市 マックスバリュ長久手店 愛知県長久手市丁子田17-6 0561-63-6820

愛知県 長久手市 平和堂長久手店 愛知県長久手市東原山46番93 0561-64-2717

愛知県 長久手市 イオンスタイル長久手店 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内 
5・10・11街区

0561-61-5501

愛知県 愛知郡 パレマルシェ東郷店 愛知県愛知郡東郷町白鳥3-5 0561-38-5131

愛知県 安城市 フィールでっかいどう店 愛知県安城市高棚町中島138 0566-92-2500

愛知県 安城市 アピタ安城南店 愛知県安城市桜井町貝戸尻60番地 0566-99-6911

愛知県 安城市 イトーヨーカ堂安城店 愛知県安城市住吉町3-1-8 0566-97-4111

愛知県 安城市 ヤマナカ安城フランテ館 愛知県安城市南町15番18号 0566-74-7111

愛知県 安城市 フィール新安城店 愛知県安城市住吉町荒曽根52-3 0566-96-2116

愛知県 安城市 バロー安城店 愛知県安城市篠目町1-11-17 0566-71-2141

愛知県 安城市 バロー安城日の出店 愛知県安城市日の出町1番21号 0566-73-6711

愛知県 一宮市 サンコス一宮店 愛知県一宮市（名鉄一宮駅内） 0586-46-3053

愛知県 一宮市 平和堂東海尾西店 愛知県一宮市小信中島字郷東2420番地 0586-62-8181

愛知県 一宮市 ヤマナカ一宮フランテ店 愛知県一宮市大和町毛受字辻畑5-1 0586-43-5111

愛知県 一宮市 バロー一宮西店 愛知県一宮市八幡5-1-16 0586-47-0088

愛知県 一宮市 アピタ木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通51-4 0586-87-0211

愛知県 一宮市 アピタ一宮店 愛知県一宮市両郷町1-6 0586-71-1211

愛知県 一宮市 バロー伝法寺店 愛知県一宮市伝法寺11丁目12番地3 0586-75-7200

愛知県 一宮市 平和堂牛野店 愛知県一宮市下川田町4丁目18番地 0586-24-3311

愛知県 一宮市 マックスバリュ木曽川店 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井吉原西1-1 0586-87-3112

愛知県 一宮市 イオン木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25番1 0586-84-4333

愛知県 一宮市 ピアゴ尾西店 愛知県一宮市小信中島東鵯平59番地 0586-61-2141

愛知県 稲沢市 フィールエクボ稲沢店 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1 0587-32-2116

愛知県 稲沢市 アピタ稲沢東店 愛知県稲沢市下津穂所1-1-1 0587-23-6611

愛知県 稲沢市 フィールハーモニーランド店 愛知県稲沢市稲島5-2 0587-23-2116

愛知県 稲沢市 平和堂東海稲沢店 愛知県稲沢市松下2丁目16番1号 0587-23-5151

愛知県 稲沢市 平和堂東海祖父江店 愛知県稲沢市祖父江町祖父江高熊111番地 0587-97-6161

愛知県 稲沢市 ヨシヅヤ稲沢店 愛知県稲沢市朝府町4番1号 0587-21-1121

愛知県 稲沢市 アピタ稲沢店 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 0587-24-9211

愛知県 稲沢市 ヨシヅヤ平和店 愛知県稲沢市平和町須ヶ脇367番地 0567-46-3711

愛知県 岡崎市 アルテ岡崎北店 愛知県岡崎市井ノ口新町2番地10 0564-25-7373

愛知県 岡崎市 バロー羽根店 愛知県岡崎市羽根町小豆坂3番地 0564-57-8633

愛知県 岡崎市 フィール岡崎コムタウン店 愛知県岡崎市上六名町字宮前1 0564-71-2116

愛知県 岡崎市 バロー上和田店 愛知県岡崎市上和田町南天白5-1 0564-59-2881

愛知県 岡崎市 アピタ岡崎北店 愛知県岡崎市日名北町4番地46 0564-26-6311

愛知県 岡崎市 フィールNEWS店 愛知県岡崎市不吹町1-2 0564-55-5400

愛知県 海部郡 オークワ蟹江店 愛知県海部郡蟹江町本町6丁目179 0567-95-7121

愛知県 海部郡 Ｙストア蟹江食品舘 愛知県海部郡蟹江町城3-348 0567-94-7511

愛知県 海部郡 ピアゴ蟹江店 愛知県海部郡蟹江町源氏3丁目230番地1 0567-96-1011

愛知県 海部郡 ヨシヅヤＪＲ蟹江駅前店 愛知県海部郡蟹江町桜一丁目212番地 0567-96-6711

愛知県 蒲郡市 アピタ蒲郡店 愛知県蒲郡市港町17-10 0533-69-2131

愛知県 蒲郡市 フィール蒲郡店 愛知県蒲郡市水竹町天王前8 0533-65-2116

愛知県 蒲郡市 バロー蒲郡店 愛知県蒲郡市宮成町13番34号 0533-66-6680

愛知県 蒲郡市 ヤマナカ形原店 愛知県蒲郡市形原町大坪20-1 0533-57-1327

愛知県 刈谷市 バロー刈谷店 愛知県刈谷市若松町二丁目101番地 0566-63-5777

愛知県 刈谷市 刈谷ハイウェイオアシス 愛知県刈谷市東境町吉野55番地 0566-35-0211

愛知県 刈谷市 アピタ刈谷店 愛知県刈谷市南桜町2丁目56番地1 0566-22-2121

愛知県 刈谷市 ピアゴ井ヶ谷店 愛知県刈谷市井ヶ谷町下前田35-1 0566-36-7011

愛知県 岩倉市 アピタ岩倉店 愛知県岩倉市旭町1ｰ25 0587-66-7111

愛知県 犬山市 清水屋犬山店 愛知県犬山市大字犬山字南古券166-14 0568-62-1151

愛知県 犬山市 イトーヨーカ堂犬山店 愛知県犬山市天神町1ｰ1ｰ1 0568-62-6340

愛知県 江南市 バロー江南店 愛知県江南市古知野町桃源117番地 0587-52-6500
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愛知県 江南市 アピタ江南西店 愛知県江南市松竹町上野205番地 0587-54-6411

愛知県 江南市 平和堂東海江南店 愛知県江南市上奈良町栄61番地の3 0587-56-8800

愛知県 江南市 ピアゴ江南店 愛知県江南市村久野町瀬頭163番地 0587-57-5331

愛知県 高浜市 ヤマナカ高浜店 愛知県高浜市稗田町2丁目1番25 0566-53-3340

愛知県 高浜市 バロー高浜店 愛知県高浜市稗田町2-2-27 0566-54-2077

愛知県 春日井市 フィール春日井店 愛知県春日井市篠木町8丁目2788 0568-86-2116

愛知県 春日井市 清水屋春日井店 愛知県春日井市瑞穂通5-33 0568-81-6151

愛知県 春日井市 バローSC春日井西店 愛知県春日井市西高山町2丁目3-6 0568-34-8100

愛知県 春日井市 アピタ高蔵寺店 愛知県春日井市中央台2-5 0568-92-1122

愛知県 春日井市 フィールネットワーク店 愛知県春日井市如意申町5-7-1 0568-36-1211

愛知県 春日井市 イオン春日井店 愛知県春日井市柏井町4-17 0568-57-1717

愛知県 春日井市 ヤマナカ鳥居松店 愛知県春日井市鳥居松町7丁目58番地 0568-84-0551

愛知県 春日井市 ヤマナカ勝川フランテ 愛知県春日井市八光町1丁目5番地 0568-31-6271

愛知県 春日井市 ヤマナカ味美店 愛知県春日井市味美白山町1丁目3番地2 0568-32-0582

愛知県 春日井市 マックスバリュ春日井坂下店 愛知県春日井市坂下町1丁目1540番1 0568-88-5677

愛知県 春日井市 平和堂春日井庄名店 愛知県春日井市庄名土地区画整理組合保留地5街区1画地 0568-53-2060

愛知県 春日井市 平和堂春日井宮町店 愛知県春日井市宮町一丁目１番地2 0568-36-8511

愛知県 春日井市 フィールEQVo!(エクボ)上田楽店 愛知県春日井市上田楽町字内浦2924-1 0568-89-2116

愛知県 小牧市 清水屋小牧店 愛知県小牧市郷中一丁目263 0568-76-5700

愛知県 小牧市 アピタ桃花台店 愛知県小牧市古雅1-1 0568-78-1111

愛知県 小牧市 平和堂東海アルプラザ小牧店 愛知県小牧市小牧三丁目555番地 0568-44-8600

愛知県 小牧市 イオン小牧店 愛知県小牧市東1-126 0568-74-2311

愛知県 小牧市 アピタ小牧店 愛知県小牧市堀の内3丁目15番地 0568-41-7811

愛知県 小牧市 マックスバリュ小牧堀の内店 愛知県小牧市堀の内四丁目142番地 0568-77-3877

愛知県 常滑市 セントレア（中部国際空港）銘品館 愛知県常滑市セントレア一丁目1番地 0569-38-1195

愛知県 常滑市 ヤマナカ常滑青海店 愛知県常滑市北汐見一丁目10番1 0569-44-3920

愛知県 常滑市 イオンスタイル常滑店 愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3 0569-35-9500

愛知県 常滑市 セントレア（中部国際空港）　ＡＮＡ売店 愛知県常滑市セントレア１丁目 0569-38-8678

愛知県 新城市 バロー新城店 愛知県新城市野田字西町屋敷75 0536-24-0701

愛知県 瀬戸市 イオン瀬戸みずの店 愛知県瀬戸市みずの坂2丁目253番地 0561-86-8311

愛知県 瀬戸市 アピタ瀬戸店 愛知県瀬戸市幸町33 0561-82-1155

愛知県 瀬戸市 バロー瀬戸西店 愛知県瀬戸市西本地町二丁目250番地 0561-89-6400

愛知県 瀬戸市 バロー新瀬戸店 愛知県瀬戸市東横山町92番地 0561-89-7220

愛知県 瀬戸市 ヤマナカ共栄 愛知県瀬戸市共栄通2-12 0561-82-2253

愛知県 瀬戸市 フィール瀬戸店 愛知県瀬戸市新郷町11-1 0561-89-2116

愛知県 瀬戸市 ドミー瀬戸菱野店 愛知県瀬戸市緑町1丁目106番 0561-56-0533

愛知県 清須市 ヨシヅヤ清洲店 愛知県清須市西市場5丁目5-3 052-401-3011

愛知県 清須市 ヤマナカ西枇フランテ館 愛知県清須市西枇杷島町押花5番 052-502-3111

愛知県 みよし市 イオン三好店 愛知県みよし市三好町青木91 0561-33-3000

愛知県 みよし市 ベイシア三好店 愛知県みよし市根浦町4-6-27 0561-33-0705

愛知県 西春日井郡 アピタ名古屋空港店 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番8 0568-28-6911

愛知県 西春日井郡 県営名古屋空港 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場 0568-28-1221

愛知県 西春日井郡 ヨシヅヤ豊山テラス店 愛知県西春日井郡豊山町字幸田197-1 0568-28-4111

愛知県 西尾市 フィールいつも店 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地 0563-54-8600

愛知県 西尾市 ピアゴ吉良店 愛知県西尾市吉良町吉田天竺桂16-3 0563-32-4311

愛知県 西尾市 ヤマナカ西尾下町店 愛知県西尾市下町神明25番地 0563-57-5125

愛知県 西尾市 ヤマナカ西尾寄住店 愛知県西尾市寄住町泡原14番1 0563-56-7211

愛知県 大府市 ヤマナカ大府フランテ館 愛知県大府市柊山町一丁目98番地 0562-48-3677

愛知県 大府市 アピタ大府店 愛知県大府市明成町4-133 0562-44-7011

愛知県 大府市 ドミー大府 愛知県大府市桃山町一丁目168番地 0562-43-7870

愛知県 丹羽郡 アピタ大口店 愛知県丹羽郡大口町丸2-36 0587-96-2111

愛知県 丹羽郡 バローSC大口店 愛知県丹羽郡大口町上小口1丁目754 0587-96-1610

愛知県 丹羽郡 ヨシヅヤ大口店 愛知県丹羽郡大口町奈良子2-79 0587-95-7511

愛知県 丹羽郡 マックスバリュ扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町高雄下野7-1 0587-92-3751

愛知県 丹羽郡 イオン扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1 0587-91-3200

愛知県 知多郡 アピタ阿久比店 愛知県知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1番地12 0569-48-7911

愛知県 知多郡 イオン東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8 0562-82-2800

愛知県 知多郡 ピアゴ武豊店 愛知県知多郡武豊町字西田崎19-1 0569-72-5611
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愛知県 知多郡 フィール美浜店 愛知県知多郡美浜町大字古布字屋敷73-8 0569-83-1101

愛知県 知多郡 ヤマナカ陽なたの丘店 愛知県知多郡阿久比町陽なたの丘五丁目1番1 0569-48-3199

愛知県 知多市 ヤマナカ知多フランテ館 愛知県知多市にしの台2-100-6 0562-54-2300

愛知県 知多市 イトーヨーカ堂知多店 愛知県知多市新知東町1丁目10-1 0562-56-5511

愛知県 知多市 ヤマナカアルテ新舞子店 愛知県知多市新舞子南西田19番 0569-43-3977

愛知県 知多市 フィールアストリー店 愛知県知多市八幡字種池128 0562-31-2116

愛知県 知立市 アピタ知立店 愛知県知立市長篠町大山18番地の1 0566-85-3611

愛知県 津島市 ヤマナカアルテ津島店 愛知県津島市西柳原町1-90-1 0567-23-0188

愛知県 津島市 ヨシヅヤ津島本店 愛知県津島市大字津島字北新開351番地 0567-23-7111

愛知県 津島市 ヤマナカ神守店 愛知県津島市蛭間町字新田376-1 0567-23-3661

愛知県 田原市 ヤマナカ田原店 愛知県田原市東赤石5丁目60番地 0531-22-1183

愛知県 田原市 イオン田原店 愛知県田原市田原町南新地76-1 0531-23-0351

愛知県 東海市 アピタ東海荒尾店 愛知県東海市荒尾町山王前20番地 052-601-9777

愛知県 東海市 フィールホームタウン店 愛知県東海市荒尾町大恵毛48 052-604-2116

愛知県 東海市 ヤマナカ高横須賀店 愛知県東海市高横須賀町六丁目119番地 0562-33-0215

愛知県 日進市 ピアゴ香久山店 愛知県日進市香久山5丁目1801番地 052-807-5711

愛知県 日進市 マックスバリュ米野木店 愛知県日進市米野木町南山228番地7 0561-72-6733

愛知県 日進市 フィール日進店 愛知県日進市栄一丁目201 0561-74-8088

愛知県 半田市 バロー半田店 愛知県半田市乙川吉野町9番地 0569-25-0222

愛知県 半田市 フィールC-FESTA店 愛知県半田市青山一丁目1-1 0569-24-3300

愛知県 半田市 イオン半田店 愛知県半田市有楽町8-7 0569-26-1111

愛知県 半田市 ピアゴ半田店 愛知県半田市泉町5番地 0569-25-4511

愛知県 尾張旭市 ピアゴ印場店 愛知県尾張旭市庄中町一丁目5番地1 0561-51-3911

愛知県 尾張旭市 フィールアスカ店 愛知県尾張旭市東大道町原田2525 0561-54-8100

愛知県 尾張旭市 バロー城山店 愛知県尾張旭市新居町諏訪南 0561-55-3055

愛知県 尾張旭市 バロー尾張旭店 愛知県尾張旭市南栄町旭ヶ丘10-1 0561-51-0900

愛知県 尾張旭市 ヤマナカ三郷店 愛知県尾張旭市三郷町中井田30 0561-53-1315

愛知県 碧南市 アルテ碧南店 愛知県碧南市幸町7丁目65番地 0566-48-2800

愛知県 碧南市 バロー碧南城山店 愛知県碧南市城山町１丁目81-1 0566-43-5677

愛知県 豊橋市 アピタ向山店 愛知県豊橋市向山町字中畑1番地1 0532-56-6400

愛知県 豊橋市 バロー豊橋店 愛知県豊橋市前田南町2丁目17-2 0532-57-7400

愛知県 豊橋市 ヤマナカニ川フランテ館 愛知県豊橋市大岩町字久保田9-1 0532-41-8161

愛知県 豊橋市 ヤマナカ汐田フランテ館 愛知県豊橋市牟呂町扇田21-1 0532-37-5131

愛知県 豊橋市 バロー牟呂店 愛知県豊橋市豊橋柳生川南部土地区画整理事業70街区2画地 0532-38-9011

愛知県 豊川市 フィール豊川店 愛知県豊川市金屋町17 0533-83-6100

愛知県 豊川市 ヤマナカ御油店 愛知県豊川市御油町堺畑13 0533-88-3360

愛知県 豊川市 バロー豊川店 愛知県豊川市新豊町２丁目４５ 0533-80-2330

愛知県 豊田市 フィールリスタ店 愛知県豊田市柿本町2-13 0565-71-2500

愛知県 豊田市 トヨタ生協本部店 愛知県豊田市山之手8-92 0565-28-4811

愛知県 豊田市 バロー浄水店 愛知県豊田市浄水町浄水特定土地区画整理事業地117区画内 0565-43-3400

愛知県 豊田市 ヤマナカ豊田フランテ館 愛知県豊田市陣中町1-26-8 0565-33-2581

愛知県 豊田市 イオン高橋店 愛知県豊田市東山町1-950-1 0565-88-6511

愛知県 豊田市 バロー豊田東新町店 愛知県豊田市東新町6丁目17-1 0565-25-3666

愛知県 豊田市 フィールフードメッセトヨタ 愛知県豊田市前田町5丁目63番地 0565-32-2116

愛知県 豊田市 イオン豊田店 愛知県豊田市広路町1-1 0565-37-9200

愛知県 豊明市 ピアゴ豊明店 愛知県豊明市三崎町井ノ花5-1 0562-92-6441

愛知県 北名古屋市 ヨシヅヤ師勝店 愛知県北名古屋市鹿田1929 0568-23-2111

愛知県 北名古屋市 パレマルシェ西春店 愛知県北名古屋市鹿田若宮3926-10 0568-26-0777

愛知県 北名古屋市 バロー西春店 愛知県北名古屋市沖村山ノ神30番地 0568-27-3311

愛知県 弥富市 ヨシヅヤ佐古木店 愛知県弥富市佐古木3丁目295-2 0567-65-5011

愛知県 弥富市 ヤマナカパディ店 愛知県弥富市鯏浦町南前新田123番地 0567-67-3406

愛知県 額田郡 ピアゴ幸田店 愛知県額田郡幸田町大字大草字山添170 0564-63-3511

愛知県 あま市 ピアゴ甚目寺店 愛知県あま市森4丁目11番地14 052-445-2811

愛知県 弥富市 ピアゴ十四山店 愛知県弥富市鍋平二丁目47番地 0567-52-1311
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エリア 地域 店　名 住　所 電話番号

岐阜県 安八郡 バロー神戸店 岐阜県安八郡神戸町大字神戸字西浦1753番10 0584-28-1311

岐阜県 羽島郡 マックスバリュ岐南店 岐阜県羽島郡岐南町下印食2丁目12-1 058-276-3136

岐阜県 羽島市 バロー羽島インター店 岐阜県羽島市江吉良町2939 058-397-1500

岐阜県 羽島郡 バロー岐南店 岐阜県羽島郡岐南町三宅2-235 058-259-2077

岐阜県 下呂市 バロー萩原店 岐阜県下呂市萩原町大字花池字川原164-1 05765-2-3811

岐阜県 可児郡 アピタ御嵩店 岐阜県可児郡御嵩町上恵土1052-1 0574-67-6777

岐阜県 可児市 バローSC広見店 岐阜県可児市広見字反田2024-3 0574-61-2333

岐阜県 可児市 バロー今渡店 岐阜県可児市今渡840-2 0574-60-1311

岐阜県 可児市 ヨシヅヤ可児店 岐阜県可児市下恵土5750 0574-63-4711

岐阜県 可児市 スーパーセンターオークワ可児御嵩インター店 岐阜県可児市瀬田871-1 0574-63-3050

岐阜県 海津市 ヨシヅヤ海津平田店 岐阜県海津市平田町今尾1617 0584-66-4311

岐阜県 各務原市 アピタ各務原店 岐阜県各務原市鵜沼各務原町8丁目7番地 058-384-3911

岐阜県 各務原市 イオン各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 058-375-3500

岐阜県 関市 バロー関ひがし店 岐阜県関市市平賀町字鹿塚88 0575-21-6710

岐阜県 関市 バロー関緑が丘店 岐阜県関市緑ヶ丘1丁目1-55 0575-24-2111

岐阜県 関市 スーパーセンターオークワ関店 岐阜県関市鋳物師屋字笠屋161-2 0575-21-5501

岐阜県 岐阜市 バロー粟野店 岐阜県岐阜市粟野東1丁目105番1 058-236-0550

岐阜県 岐阜市 アピタ岐阜店 岐阜県岐阜市加納神明町6丁目1番地 058-275-3111

岐阜県 岐阜市 バローSC芥見店 岐阜県岐阜市芥見南山2-1-8 058-241-5160

岐阜県 岐阜市 バロー岩田店 岐阜県岐阜市岩田東三丁目180番地 058-244-1066

岐阜県 岐阜市 バロー正木店 岐阜県岐阜市正木北町7-10 058-297-3520

岐阜県 岐阜市 オークワ岐阜西改田店 岐阜県岐阜市西改田字川向147-1 058-234-6571

岐阜県 岐阜市 バローSC長良店 岐阜県岐阜市長良東2丁目45 058-295-7388

岐阜県 岐阜市 ヤマナカ忠節フランテ館 岐阜県岐阜市島栄1丁目45番5 058-295-3060

岐阜県 岐阜市 マックスバリュ岐阜元町店 岐阜県岐阜市元町1丁目11番 058-262-9860

岐阜県 岐阜市 バロー領下店 岐阜県岐阜市領下4-55 058-240-4141

岐阜県 岐阜市 バロー茜部南店 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷1-84-1 058-268-7710

岐阜県 岐阜市 バロー鏡島店 岐阜県岐阜市西荘3-2-55 058-255-3310

岐阜県 岐阜市 バロー市橋店 岐阜県岐阜市市橋2-2-5 058-272-3711

岐阜県 岐阜市 イオン岐阜店 岐阜県岐阜市正木中1丁目2番1号 058-294-1100

岐阜県 岐阜市 イオン柳津店 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-1-1 058-388-2221

岐阜県 恵那市 バローSC恵那店 岐阜県恵那市大井町佐渡180-1 0573-26-5001

岐阜県 恵那市 ピアゴ恵那店 岐阜県恵那市長島町正家二丁目2番地17 0573-20-0001

岐阜県 高山市 バローSC高山店 岐阜県高山市岡本町3丁目18-2 0577-36-5111

岐阜県 山県市 平和堂東海高富店 岐阜県山県市高木1473番地 0581-22-6311

岐阜県 山県市 バロー高富店 岐阜県山県市高富町高富米野2310 0581-23-0120

岐阜県 瑞浪市 バロー瑞浪中央店 岐阜県瑞浪市益見町3丁目11番地 0572-66-5550

岐阜県 瑞浪市 ピアゴ瑞浪店 岐阜県瑞浪市薬師町2丁目72番地 0572-68-5101

岐阜県 瑞浪市 スーパーセンターオークワ瑞浪店 岐阜県瑞浪市稲津町小里1090-1 0572-66-0070

岐阜県 多治見市 バロー多治見店 岐阜県多治見市若松町1-34 0572-23-9111

岐阜県 多治見市 ピアゴ多治見店 岐阜県多治見市住吉町3丁目19番地の1 0572-25-7111

岐阜県 多治見市 多治見駅前ビル（株）駅前プラザ・テラ店 岐阜県多治見市本町1丁目2番地 0572-23-2111

岐阜県 多治見市 ヤマナカ多治見フランテ店 岐阜県多治見市本町3丁目101番地 0572-24-4311

岐阜県 多治見市 バロー根本店 岐阜県多治見市根本町3-101 0572-29-1000

岐阜県 大垣市 マックスバリュ大垣東店 岐阜県大垣市三塚町丹瀬463番地1 0584-83-0655

岐阜県 大垣市 バロー赤坂店 岐阜県大垣市赤坂町字河原1788番 0584-72-1022

岐阜県 大垣市 バロー大垣南店 岐阜県大垣市本今町字西ノ側1639番地1 0584-87-3322

岐阜県 大垣市 アピタ大垣店 岐阜県大垣市林町6-80-21 0584-83-1311

岐阜県 大垣市 バローSC大垣店 岐阜県大垣市林町8-101 0584-78-5900

岐阜県 大垣市 バロー大垣東店 岐阜県大垣市中ノ江二丁目3-3 0584-77-7855

岐阜県 中津川市 バロー中津川東店 岐阜県中津川市中津川字上金1155 0573-62-2511

岐阜県 中津川市 バロールビットタウン店 岐阜県中津川市淀川町3-8 0573-62-7011

岐阜県 中津川市 スーパーセンターオークワ中津川店 岐阜県中津川市茄子川1701-1 0573-68-3300

岐阜県 土岐市 バロー三起屋店 岐阜県土岐市泉町久尻42-11 0572-53-3220

岐阜県 土岐市 バローSC土岐店 岐阜県土岐市肥田浅野梅ノ木町1-23 0572-55-8000

岐阜県 土岐市 スーパーセンターオークワテラスゲート土岐店 岐阜県土岐市土岐ヶ丘4丁目5番1 0572-53-1115

岐阜県 美濃市 オークワ美濃インター店 岐阜県美濃市中央10丁目38番地 0575-33-2895

岐阜県 美濃加茂市 バローSC美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市山手町1丁目35-1 0574-24-1211
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岐阜県 美濃加茂市 アピタ美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市野笹町2丁目5-65 0574-27-5811

岐阜県 美濃加茂市 オークワ岐阜美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市下米田町今322-1 0574-24-2521

岐阜県 美濃加茂市 バロー川合店 岐阜県美濃加茂市川合町2丁目9番5号 0574-23-2822

岐阜県 不破郡 バロー垂井店 岐阜県不破郡垂井町綾戸468番1 0584-22-7188

岐阜県 不破郡 ヨシヅヤスーパーセンター垂井店 岐阜県不破郡垂井町表佐字大持野55-1 0584-24-2311

岐阜県 本巣郡 アピタ北方店 岐阜県本巣郡北方町平成2丁目3番地 058-323-8511

岐阜県 本巣市 バローモレラ店 岐阜県本巣市三橋1100 058-323-7722

岐阜県 本巣市 バロー本巣文殊店 岐阜県本巣市文殊字天辺1041-1 0581-34-8088

岐阜県 揖斐郡 バロー池田店 岐阜県揖斐郡池田町本郷917-1番 0585-45-1166

岐阜県 養老郡 バロー養老店 岐阜県養老郡養老町高田2149番地 0584-34-3388

岐阜県 加茂郡 バロー八百津店 岐阜県加茂郡八百津町和知1032-54 0574-43-8155

岐阜県 加茂郡 オークワ坂祝店 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩1516番1 0574-24-5025

岐阜県 穂積市 バロー穂積西店 岐阜県穂積市十九条字鳥居前266-1 058-329-5050

岐阜県 郡上市 バロー白鳥店 岐阜県郡上市白鳥町白鳥字向島1073番地 0575-83-0180

岐阜県 郡上市 バロー八幡店 岐阜県郡上市八幡町小野字雲京211-1 0575-66-2201
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エリア 地域 店　名 住　所 電話番号

三重県 いなべ市 ヨシヅヤ員弁店 三重県いなべ市員弁町石仏1902-2 0594-84-1811

三重県 いなべ市 オークワいなべ店 三重県いなべ市大安町石榑東10228 0594-78-4130

三重県 伊勢市 バローミタス伊勢店 三重県伊勢市船江1丁目10番地21 0596-20-8500

三重県 桑名市 バロー桑名東店 三重県桑名市大字桑名太一丸687-1 0594-27-6077

三重県 桑名市 アピタ桑名店 三重県桑名市中央町3-21 0594-23-8111

三重県 桑名市 湾岸長島PA下り 三重県桑名市長島町松蔭393-2 0594-45-8588

三重県 桑名市 湾岸長島PA上り 三重県桑名市長島町松蔭427-2 0594-45-8585

三重県 桑名市 イオン桑名店 三重県桑名市新西方1丁目22番地 0594-24-5555

三重県 四日市市 ピアゴ阿倉川店 三重県四日市市阿倉川町15番27号 059-332-0011

三重県 四日市市 御在所SA下り 三重県四日市市山之一色町乱取口149-1-1 059-332-1212

三重県 四日市市 ヤマナカ四日市富田フランテ館 三重県四日市市西富田町字大宮田249-12 059-363-1146

三重県 四日市市 マックスバリュ大矢知店 三重県四日市市大矢知町字下沢988 059-363-2177

三重県 四日市市 バロー四日市別名店 三重県四日市市別名六丁目9番9号 059-330-6211

三重県 松阪市 アピタ松阪三雲店 三重県松阪市市場庄町1266番地の1 0598-56-7988

三重県 津市 マックスバリュ港町店 三重県津市港町16-1 059-224-7098

三重県 津市 オークワ津高茶屋店 三重県津市高茶屋小森町1366 059-235-3331

三重県 津市 ヤマナカアルテ津新町店 三重県津市博多町136-1 059-229-4790

三重県 名張市 アピタ名張店 三重県名張市下比奈知字黒田3100-1 0595-68-9611

三重県 鈴鹿市 オークワ鈴鹿店 三重県鈴鹿市高岡町旭2708 059-369-3322

三重県 鈴鹿市 バロー鈴鹿店 三重県鈴鹿市東旭が丘2丁目1番31号 059-380-0100

三重県 鈴鹿市 アピタ鈴鹿店 三重県鈴鹿市南玉垣町3628 059-388-8911

三重県 鈴鹿市 ヤマナカ磯山店 三重県鈴鹿市磯山3丁目2番1号 059-380-3100

三重県 三重郡 オークワみえ朝日インター店 三重県三重郡朝日町向陽台3丁目2番地1 059-376-2032

三重県 員弁郡 イオン東員店 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1 0594-86-1200
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エリア 地域 店　名 住　所 電話番号

他府県 山梨県 アピタ双葉店 山梨県甲斐市志田字柿木645-1 0551-30-7111

他府県 静岡県 バローオカノ掛川店 静岡県掛川市大池539 0537-22-4110

他府県 静岡県 バローオカノ菊川店 静岡県菊川市本所字女渕1468 0537-36-4110

他府県 静岡県 バローオカノ磐田店 静岡県磐田市二之宮1026 0538-33-4110

他府県 静岡県 アピタ浜北店 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地 053-584-6611

他府県 静岡県 バロー引佐店 静岡県浜松市北区引佐町東金指1038番地1 053-528-2000

他府県 静岡県 バロー竜南店 静岡県静岡市葵区竜南二丁目1番1号 054-200-0500

他府県 静岡県 バロー静波店 静岡県牧之原市静波2001-1 0548-24-3600

他府県 静岡県 バロー石津店 静岡県焼津市石津1171-1 054-623-4600

他府県 静岡県 バロー小土店 静岡県焼津市小土270-16 054-620-8633

他府県 静岡県 バロー藤枝店 静岡県藤枝市志太1丁目6-25 054-645-8300

他府県 静岡県 バロー井口店 静岡県島田市井口1136 0547-30-5577

他府県 静岡県 食鮮館タイヨー元島田店 静岡県島田市元島田256-3 0547-36-8033

他府県 静岡県 食鮮館タイヨー栄町店 静岡県島田市金谷栄町3511 0547-46-2255

他府県 静岡県 バロー有玉店 静岡県浜松市東区有玉西町817-7 053-416-2611

他府県 静岡県 バロー中野町店 静岡県浜松市東区中野町640番地 053-423-3111

他府県 静岡県 バロー成滝店 静岡県掛川市成滝586番地-1 0537-61-1900

他府県 静岡県 オークワ新所原店 静岡県湖西市駅南1丁目3番1号 053-577-5111

他府県 静岡県 食鮮館タイヨーみっかび店 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ケ日797-1 053-528-0888

他府県 静岡県 バロー三園平店 静岡県富士宮市三園平687 0544-21-1515

他府県 石川県 バロー大桑店 石川県金沢市大桑3-114 076-241-6600

他府県 長野県 バロー松尾店 長野県飯田市松尾明7933-1 0265-59-7322

他府県 長野県 バロー辰野店 長野県上伊那郡辰野町中央606-1 0266-44-2055

他府県 長野県 バロー飯田店 長野県飯田市鼎名古熊2098-1 0265-59-8055

他府県 長野県 バロー伊那境店 長野県伊那市境8566番地 0265-71-5288

他府県 奈良県 アピタ大和郡山店 奈良県大和郡山市田中町字宮西517番 0743-54-2711

他府県 富山県 バロー入善店 富山県下新川郡入善町椚山1336 0765-74-9177

他府県 富山県 バロー高岡万葉店 富山県高岡市米島字東向348-1 0766-23-8600

他府県 富山県 バロー高岡木津店 富山県高岡市木津458番135 0766-27-1138

他府県 富山県 ピアゴ小矢部店 富山県小矢部市今石動町2丁目9番18号 0766-68-3311

他府県 富山県 バローSC福光店 富山県南砺市福光288番1 0763-53-1505

他府県 富山県 バロー大沢野店 富山県富山市上大久保1210-1 076-467-4411

他府県 富山県 アピタ富山東店 富山県富山市上冨居三丁目8番38号 076-452-3311

他府県 富山県 バロー北の森店 富山県富山市森3-2-11 0764-37-1919
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