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酒ゃビック 豊橋西小鷹野店 440-0013 愛知県豊橋市西小鷹野3-5-16 0532-69-2888 愛知 豊橋市 酒ゃビック 瀬戸店 489-0915 愛知県瀬戸市北浦町3-24 0561-87-0514 愛知 瀬戸市
酒ゃビック 豊橋店 440-0843 愛知県豊橋市東幸町字東明104-1 0532-64-7132 愛知 豊橋市 酒ゃビック 一宮森本店 491-0831 愛知県一宮市森本1-10-32 0586-28-5802 愛知 一宮市
酒ゃビック 新城店 441-1371 愛知県新城市城北2-2-11 0536-23-1692 愛知 新城市 酒ゃビック 一宮末広店 491-0918 愛知県一宮市末広2-6-6 0586-47-6777 愛知 一宮市
酒ゃビック 豊橋柱店 441-8038 愛知県豊橋市堂坂町23-1 0532-38-5711 愛知 豊橋市 酒ゃビック 稲沢下津店 492-8082 愛知県稲沢市下津下町西2-136 0587-34-5477 愛知 稲沢市
酒ゃビック 豊川店 442-0888 愛知県豊川市千歳通3-4-1 0533-83-2571 愛知 豊川市 酒ゃビック 稲沢店 492-8271 愛知県稲沢市石橋5-43 0587-24-2815 愛知 稲沢市
酒ゃビック 岡崎上和田店 444-0201 愛知県岡崎市上和田町字切戸26-1 0564-57-2626 愛知 岡崎市 酒ゃビック 尾西店 494-0007 愛知県一宮市小信中島西九反33-1 0586-63-2212 愛知 一宮市
酒ゃビック 一色店 444-0407 愛知県西尾市一色町前野新田66-3 0563-72-8369 愛知 西尾市 酒ゃビック 津島店 496-0037 愛知県津島市西愛宕町2-65 0567-22-2011 愛知 津島市
酒ゃビック 東岡崎店 444-0863 愛知県岡崎市東明大寺町9-15 0564-65-8520 愛知 岡崎市 酒ゃビック 七宝店 497-0004 愛知県あま市七宝町桂築込37 052-445-3708 愛知 あま市
酒ゃビック 高浜店 444-1305 愛知県高浜市神明町７－１－１０ 056-670-8720 愛知 高浜市 酒ゃビック 弥富店 498-0017 愛知県弥富市前ヶ須町南本田357-1 0567-67-5721 愛知 弥富市
酒ゃビック 岡崎店 444-2133 愛知県岡崎市井ノ口新町3-1 0564-27-1068 愛知 岡崎市 酒ゃビック 岐阜加納店 500-8469 岐阜県岐阜市加納竜興町2-8 058-268-5901 岐阜 岐阜市
酒ゃビック 西尾店 445-0073 愛知県西尾市寄住町東浦35-1 0563-53-8320 愛知 西尾市 酒ゃビック 岐阜鏡島店 501-0123 岐阜県岐阜市鏡島西2-4-18 058-255-2011 岐阜 岐阜市
酒ゃビック 西尾下町店 445-0891 愛知県西尾市下町神明下45-1 0563-55-7320 愛知 西尾市 酒ゃビック 関店 501-3936 岐阜県関市倉知字寺前619 0575-22-6986 岐阜 関市
酒ゃビック 安城百石店 446-0044 愛知県安城市百石町2丁目16-3 0566-71-0055 愛知 安城市 酒ゃビック 郡上八幡店 501-4234 岐阜県郡上市八幡町五町4-4-9 0575-67-0338 岐阜 郡上市
酒ゃビック 安城住吉店 446-0072 愛知県安城市住吉町荒曽根3-1 0566-96-4788 愛知 安城市 酒ゃビック 岐南店 501-6001 岐阜県羽島郡岐南町上印食7-10 058-259-3160 岐阜 羽島郡
酒ゃビック 刈谷店 448-0037 愛知県刈谷市高倉町4-303 0566-62-5533 愛知 刈谷市 酒ゃビック 岐阜⾧良店 502-0803 岐阜県岐阜市上土居1-6-7 058-210-3606 岐阜 岐阜市
酒ゃビック 押切店 451-0035 愛知県名古屋市西区浅間2-5-1 052-529-0818 愛知 名古屋市 酒ゃビック 大垣店 503-0807 岐阜県大垣市今宿4-21-1 0584-77-0244 岐阜 大垣市
酒ゃビック 清須店 452-0933 愛知県清須市西田中⾧堀98 052-401-8577 愛知 清須市 酒ゃビック 池田店 503-2426 岐阜県揖斐郡池田町八幡1496-1 0585-44-0355 岐阜 揖斐郡
酒ゃビック 中村店 453-0054 愛知県名古屋市中村区鳥居西通1-19 052-419-3555 愛知 名古屋市 酒ゃビック 各務原那加店 504-0833 岐阜県各務原市入会町2-53 058-380-7528 岐阜 各務原市
酒ゃビック 中川店 454-0914 愛知県名古屋市中川区法華西町2-17 052-365-2980 愛知 名古屋市 酒ゃビック 美濃加茂店 505-0046 岐阜県美濃加茂市西町7-271 0574-24-3226 岐阜 美濃加茂市
酒ゃビック 港店 455-0803 愛知県名古屋市港区入場1-207 052-389-5010 愛知 名古屋市 酒ゃビック 多治見店 507-0054 岐阜県多治見市宝町3丁目175-1 0572-21-1212 岐阜 多治見市
酒ゃビック 柴田店 457-0828 愛知県名古屋市南区宝生町4-8 052-614-3751 愛知 名古屋市 酒ゃビック 可児店 509-0214 岐阜県可児市下恵土字野区路2875-1 0574-60-3350 岐阜 可児市
酒ゃビック 竜宮店 457-0856 愛知県名古屋市南区南陽通5-1-2 052-698-4117 愛知 名古屋市 酒ゃビック 大津堅田店 520-0241 滋賀県大津市今堅田2-16-1 077-571-2320 滋賀 大津市
酒ゃビック 滝ノ水店 458-0044 愛知県名古屋市緑区池上台3-27 052-899-0888 愛知 名古屋市 酒ゃビック 滋賀守山店 524-0012 滋賀県守山市播磨田町3077 077-582-3638 滋賀 守山市
酒ゃビック 錦店 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-20第7錦ﾋﾞﾙ1Ｆ 052-220-7408 愛知 名古屋市 酒ゃビック 八日市東本町店 527-0025 滋賀県東近江市八日市東本町10-5 0748-23-7114 滋賀 東近江市
酒ゃビック 東新町店 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-11-31 052-241-0864 愛知 名古屋市 酒ゃビック 富士店 416-0913 静岡県富士市平垣本町3-2 0545-66-2660 静岡 富士市
酒ゃビック 光音寺店 462-0056 愛知県名古屋市北区中丸町3-18 052-910-5711 愛知 名古屋市 酒ゃビック 静岡材木町店 420-0002 静岡県静岡市葵区材木町66 054-205-6616 静岡 静岡市
酒ゃビック 守山小幡店 463-0054 愛知県名古屋市守山区小六町７-１1 052-791-1313 愛知 名古屋市 酒ゃビック 静岡唐瀬店 420-0804 静岡県静岡市葵区竜南1-22-1 054-200-7000 静岡 静岡市
酒ゃビック 名東極楽店 465-0053 愛知県名古屋市名東区極楽5-120 052-709-3177 愛知 名古屋市 酒ゃビック 静岡瀬名店 420-0911 静岡県静岡市葵区南瀬名町5-7 054-267-2266 静岡 静岡市
酒ゃビック 名東一社店 465-0093 愛知県名古屋市名東区一社１丁目80-１ 052-709-6969 愛知 名古屋市 酒ゃビック 静岡下川原店 421-0113 静岡県静岡市駿河区下川原4-16-34 054-268-2555 静岡 静岡市
酒ゃビック 妙音通店 467-0842 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通3丁目28 052-859-2106 愛知 名古屋市 酒ゃビック 静岡中村町店 422-8047 静岡県静岡市駿河区中村町8-1 054-202-7211 静岡 静岡市
酒ゃビック 天白焼山店 468-0002 愛知県名古屋市天白区焼山1-711 052-807-5375 愛知 名古屋市 酒ゃビック 清水飯田店 424-0027 静岡県静岡市清水区飯田町2-3 054-371-5611 静岡 静岡市
酒ゃビック 平針店 468-0014 愛知県名古屋市天白区中平4-205 052-800-3966 愛知 名古屋市 酒ゃビック 清水店 424-0847 静岡県静岡市清水区大坪2-75-4 054-346-3721 静岡 静岡市
酒ゃビック 東郷店 470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥２丁目20番地12 0561-42-5539 愛知 愛知郡 酒ゃビック 西小川店 425-0036 静岡県焼津市西小川2-1-17 054-620-9751 静岡 焼津市
酒ゃビック 豊明店 470-1151 愛知県豊明市前後町螺貝1379-1 0562-91-6888 愛知 豊明市 酒ゃビック 焼津店 425-0091 静岡県焼津市八楠3-11-8 054-629-5267 静岡 焼津市
酒ゃビック 豊田朝日町店 471-0038 愛知県豊田市宮上町3-29-4 0565-36-6391 愛知 豊田市 酒ゃビック 藤枝青葉町店 426-0066 静岡県藤枝市青葉町4-3-2 054-634-0577 静岡 藤枝市
酒ゃビック 豊田高橋店 471-0808 愛知県豊田市渋谷町3-980-41 0565-87-0305 愛知 豊田市 酒ゃビック 藤枝店 426-0071 静岡県藤枝市志太1-5-31 054-647-0323 静岡 藤枝市
酒ゃビック 豊田十塚店 471-0869 愛知県豊田市十塚町3丁目23番 0565-35-8820 愛知 豊田市 酒ゃビック 島田南町店 427-0017 静岡県島田市南1-4-33 0547-33-0828 静岡 島田市
酒ゃビック 豊田大林店 473-0902 愛知県豊田市大林町10丁目24-9 0565-24-5575 愛知 豊田市 酒ゃビック 島田店 427-0043 静岡県島田市中溝1531-12 0547-35-2870 静岡 島田市
京屋伊助 豊田吉原町店 473-0916 愛知県豊田市吉原町宮里8-4 0565-51-2733 愛知 豊田市 酒ゃビック 浜松領家店 430-0852 静岡県浜松市中区領家2-3-3 053-468-2011 静岡 浜松市
酒ゃビック 大府店 474-0056 愛知県大府市明成町3-82-3 0562-45-5123 愛知 大府市 酒ゃビック 浜松店 432-8061 静岡県浜松市西区入野町821-1 053-440-3266 静岡 浜松市
酒ゃビック 半田青山店 475-0836 愛知県半田市青山1-10-1 0569-32-2111 愛知 半田市 酒ゃビック 初生店 433-8112 静岡県浜松市北区初生町727-8 053-439-6811 静岡 浜松市
酒ゃビック 半田インター店 475-0926 愛知県半田市南二ツ坂町1-1-14 0569-25-1023 愛知 半田市 酒ゃビック 浜北店 434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢858-1 053-585-0001 静岡 浜松市
酒ゃビック 東海店 476-0002 愛知県東海市名和町東垣内10-1 052-689-3611 愛知 東海市 酒ゃビック 磐田店 438-0077 静岡県磐田市国府台71-2 0538-21-6866 静岡 磐田市
酒ゃビック 知多巽ヶ丘店 478-0001 愛知県知多市八幡字笹廻間6-1 0562-31-3222 愛知 知多市 酒ゃビック 鈴鹿白子店 510-0235 三重県鈴鹿市南江島町17-33 059-380-1616 三重 鈴鹿市
酒ゃビック 扶桑店 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰98-1 0587-92-9925 愛知 丹羽郡 酒ゃビック 四日市久保田店 510-0821 三重県四日市市久保田1丁目1-24 059-351-7365 三重 四日市
酒ゃビック ⾧久手店 480-1124 愛知県⾧久手市戸田谷1110-1 0561-65-0015 愛知 ⾧久手市 酒ゃビック 四日市茂福店 510-8027 三重県四日市市大字茂福144-1 059-361-1775 三重 四日市
酒ゃビック 西春店 481-0033 愛知県北名古屋市西之保青野東70  0568-26-1305 愛知 北名古屋市 酒ゃビック 桑名店 511-0836 三重県桑名市大字江場字中縄927-2 0594-25-8922 三重 桑名市
酒ゃビック 岩倉店 482-0015 愛知県岩倉市川井町郷前21 0587-66-4833 愛知 岩倉市 酒ゃビック 鈴鹿店 513-0803 三重県鈴鹿市三日市町字狭間989-2 059-384-4661 三重 鈴鹿市
酒ゃビック 江南高屋店 483-8061 愛知県江南市高屋町清水116番地 0587-22-6446 愛知 江南市 酒ゃビック 津大門店 514-0027 三重県津市大門1-23 059-222-2201 三重 津市
酒ゃビック 江南店 483-8228 愛知県江南市赤童子町桜道98 0587-51-5031 愛知 江南市 酒ゃビック 松阪大黒田店 515-0063 三重県松阪市大黒田町920-7 0598-25-5177 三重 松阪市
酒ゃビック 犬山店 484-0086 愛知県犬山市松本町2-94 0568-61-6731 愛知 犬山市 酒ゃビック 明和店 515-0315 三重県多気郡明和町蓑村千原1123 0596-52-3754 三重 多気郡
酒ゃビック 小牧味岡店 485-0828 愛知県小牧市小松寺5丁目29番地 0568-42-1588 愛知 小牧市 酒ゃビック 志摩店 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方2975-15 0599-44-0333 三重 志摩市
酒ゃビック 春日井西店 486-0911 愛知県春日井市西高山町2-1-3 0568-35-0621 愛知 春日井市 酒ゃビック 阿児店 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方4841 0599-44-0138 三重 志摩市
酒ゃビック 春日井小野店 486-0926 愛知県春日井市小野町5-88-11 0568-86-9088 愛知 春日井市 酒ゃビック みよし店 470-0224 愛知県みよし市三好町弁財天４１ 0561-56-7677 愛知 みよし市
酒ゃビック 高蔵寺店 487-0033 愛知県春日井市岩成台9-2-23 0568-94-0508 愛知 春日井市 21年10/１オープン予定
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企業名 店舗名 〒 住所 電話番号 県 市区町村
ジョイフル 豊橋平川本町 〒440-0038 愛知県豊橋市平川本町一丁目１２番１７ 0532-69-2370 愛知 豊橋市
ジョイフル 豊橋清須 〒440-0095 愛知県豊橋市清須町堂西１１１－１ 0532-34-4011 愛知 豊橋市
ジョイフル 豊橋浜道 〒441-8117 愛知県豊橋市浜道町字沢東８－１ 0532-29-4333 愛知 豊橋市
ジョイフル 豊川コロナワールド 〒442-0824 愛知県豊川市下⾧山町上アライ１４－１ 0533-80-7031 愛知 豊川市
ジョイフル 豊川八幡 〒442-0857 愛知県豊川市八幡町下天王８３ 0533-83-8338 愛知 豊川市
ジョイフル 愛知蒲郡 〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町編笠２４－２ 0533-58-3202 愛知 蒲郡市
ジョイフル 三河幸田 〒444-0103 愛知県額田郡幸田町大字大草字瓶割８ 0564-63-3666 愛知 額田郡
ジョイフル 幡豆一色 〒444-0421 愛知県西尾市一色町開正屋敷曲輪１３－４ 0563-74-4011 愛知 西尾市
ジョイフル 安城桜井 〒444-1154 愛知県安城市桜井町貝戸尻７４ 0566-73-1077 愛知 安城市
ジョイフル 愛知西尾 〒445-0082 愛知県西尾市谷ツ面町八反田２５－１３ 0563-55-3009 愛知 西尾市
ジョイフル 刈谷築地 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町３－２３－９ 0566-62-0080 愛知 刈谷市
ジョイフル 豊田福受 〒470-1214 愛知県豊田市福受町下ノ切１１１－１ 0565-21-6711 愛知 豊田市
ジョイフル 知多東浦 〒470-2105 愛知県知多郡東浦町大字藤江字荒子４８－４ 0562-82-0385 愛知 知多郡
ジョイフル 知多武豊 〒470-2314 愛知県知多郡武豊町字浅水１１－４ 0569-74-1577 愛知 知多郡
ジョイフル 豊田貞宝 〒471-0052 愛知県豊田市逢妻町２－１０－３ 0565-36-1151 愛知 豊田市
ジョイフル 豊田梅坪 〒471-0063 愛知県豊田市京町３丁目１７番地１ 0565-36-5251 愛知 豊田市
ジョイフル 豊田インター 〒471-0845 愛知県豊田市田中町４－１－９ 0565-25-5758 愛知 豊田市
ジョイフル 豊田高岡 〒473-0935 愛知県豊田市大島町旭１９５ 0565-51-2822 愛知 豊田市
ジョイフル 扶桑犬山 〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字道塚１５３番地 0587-91-2801 愛知 丹羽郡
ジョイフル 北名古屋沖村 〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村西ノ郷１０８ 0568-27-4455 愛知 北名古屋市
ジョイフル 愛知江南 〒483-8417 愛知県江南市東野町烏森８３番地 0587-51-0122 愛知 江南市
ジョイフル 尾張旭栄 〒488-0046 愛知県尾張旭市南栄町旭ヶ丘６７－３ 0561-55-0775 愛知 尾張旭市
ジョイフル 愛知瀬戸 〒489-0878 愛知県瀬戸市赤重町１４３－１ 0561-89-5507 愛知 瀬戸市
ジョイフル 一宮音羽 〒491-0045 愛知県一宮市音羽３－１１－４ 0586-26-3380 愛知 一宮市
ジョイフル 一宮萩原 〒491-0371 愛知県一宮市萩原町高木字島田２８番 0586-67-5051 愛知 一宮市
ジョイフル 一宮千秋 〒491-0811 愛知県一宮市千秋町加納馬場２２４８ 0586-75-3981 愛知 一宮市
ジョイフル 尾西木曽川 〒493-0004 愛知県一宮市木曽川町大字玉ノ井字砂割３８ 0586-84-1641 愛知 一宮市
ジョイフル 愛西 〒496-0924 愛知県愛西市善太新田町十一下１２ 0567-33-2033 愛知 愛西市
ジョイフル 岐阜瑞穂 〒501-0224 岐阜県瑞穂市稲里５８０－１ 058-329-3888 岐阜 瑞穂市
ジョイフル 岐阜北方 〒501-0427 岐阜県本巣郡北方町栄町一丁目１００番 058-320-1501 岐阜 本巣郡
ジョイフル 岐阜高富 〒501-2105 岐阜県山県市高富２０５５ 0581-23-3055 岐阜 山県市
ジョイフル 関赤土坂 〒501-3256 岐阜県関市巾３－３６－１ 0575-21-5340 岐阜 関市
ジョイフル 岐阜柳津 〒501-6104 岐阜県岐阜市柳津町本郷４丁目１－３０ 058-388-7877 岐阜 岐阜市
ジョイフル 美濃加茂 〒505-0022 岐阜県美濃加茂市川合町４－２－１２ 0574-24-1444 岐阜 美濃加茂市
ジョイフル 美濃加茂西 〒505-0056 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋字経塚７１９ 0574-27-5311 岐阜 美濃加茂市
ジョイフル 飛騨高山 〒506-0035 岐阜県高山市新宮町１６９６－１ 0577-36-6133 岐阜 高山市
ジョイフル 多治見美坂町 〒507-0803 岐阜県多治見市美坂町７丁目３６番１ 0572-21-6900 岐阜 多治見市
ジョイフル 下呂萩原 〒509-2201 岐阜県下呂市東上田字大町３２０－１ 0576-23-3161 岐阜 下呂市
ジョイフル 土岐肥田 〒509-5115 岐阜県土岐市肥田町肥田字山手２５１０-１ 0572-53-4850 岐阜 土岐市
ジョイフル 大津坂本 〒520-0105 滋賀県大津市下阪本６－１４－１７ 077-577-2426 滋賀 大津市
ジョイフル 大津萱野浦 〒520-2143 滋賀県大津市萱野浦２４番５５号 077-547-3323 滋賀 大津市
ジョイフル 滋賀栗東 〒520-3031 滋賀県栗東市綣１０丁目７６７番地 077-551-5788 滋賀 栗東市
ジョイフル 能登川 〒521-1224 滋賀県東近江市林町２５８番１ 0748-42-8110 滋賀 東近江市
ジョイフル 草津 〒525-0047 滋賀県草津市追分一丁目４番２４号 077-569-4019 滋賀 草津市
ジョイフル 滋賀水口 〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口５５５５ 0748-65-4675 滋賀 甲賀市
ジョイフル 静岡焼津 〒425-0082 静岡県焼津市大村２丁目２８－２１ 054-621-6012 静岡 焼津市
ジョイフル 藤枝高柳 〒426-0041 静岡県藤枝市高柳２丁目９番１７号 054-634-3650 静岡 藤枝市
ジョイフル 静岡島田 〒427-0038 静岡県島田市稲荷１丁目１－２８ 0547-33-0231 静岡 島田市
ジョイフル 浜松三島 〒430-0853 静岡県浜松市南区三島町９０番地 053-444-4161 静岡 浜松市
ジョイフル 浜名舞阪 〒431-0213 静岡県浜松市西区舞阪町浜田７６７番地 053-597-1180 静岡 浜松市
ジョイフル 浜松半田 〒431-3125 静岡県浜松市東区半田山５丁目３７－５ 053-431-0800 静岡 浜松市
ジョイフル 浜松子安 〒435-0015 静岡県浜松市東区子安町３０１番１ 053-411-4600 静岡 浜松市
ジョイフル 浜松天王 〒435-0057 静岡県浜松市東区中田町７５４ 053-467-5557 静岡 浜松市
ジョイフル 袋井北 〒437-0125 静岡県袋井市上山梨４丁目１－２６ 0538-30-1717 静岡 袋井市
ジョイフル 磐田福田 〒437-1203 静岡県磐田市福田１３５６-１ 0538-59-1022 静岡 磐田市
ジョイフル 小笠浜岡 〒437-1507 静岡県菊川市赤土１１９１－１ 0537-75-0101 静岡 菊川市
ジョイフル 磐田豊田 〒438-0818 静岡県磐田市下万能４１３ 0538-21-0386 静岡 磐田市
ジョイフル 鈴鹿旭が丘 〒510-0211 三重県鈴鹿市東旭が丘２丁目１－３５ 059-380-1023 三重 鈴鹿市
ジョイフル 四日市野田 〒510-0815 三重県四日市市野田２丁目１番２９号 059-330-5655 三重 四日市
ジョイフル 三重員弁 〒511-0217 三重県いなべ市員弁町大泉新田４５－２ 0594-84-2008 三重 いなべ市
ジョイフル 鈴鹿箕田 〒513-0052 三重県鈴鹿市下箕田２丁目４－２２ 059-395-1588 三重 鈴鹿市
ジョイフル 松阪 〒515-2121 三重県松阪市市場庄町１３１０番２ 0598-56-9535 三重 松阪市
ジョイフル 伊賀上野 〒518-0820 三重県伊賀市平野西町５５番 0595-22-8776 三重 伊賀市
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