
店名

Sugakiya犬山キャスタ店 愛知県 犬山市 天神町１－１

Sugakiyaビバホーム一宮店 愛知県 一宮市 羽衣2丁目5番8号

SugakiyaヨシヅヤＪＲ蟹江駅前店 愛知県 海部郡 蟹江町桜1丁目212番地

Sugakiyaルビットパーク大口店 愛知県 丹羽郡 大口町上小口1-754

Sugakiya愛知医科大学病院店 愛知県 長久手市 岩作雁又１番地１　

Sugakiyaメグリアエムパーク店 愛知県 豊田市 前山町1丁目26番4号

Sugakiya名古屋港ＪＥＴＴＹ店 愛知県 名古屋市 港区港町１番７号

Sugakiya亀島タイホウ店 愛知県 名古屋市 中村区亀島１－１３－１９

Sugakiya甚目寺ヨシヅヤ店 愛知県 あま市 甚目寺五位田１２８

Sugakiya三好アイモール２Ｆ店 愛知県 みよし市 三好町青木８８　　　　　　　　

Sugakiya三好ベイシア店 愛知県 みよし市 三好根浦町4-6-27

Sugakiya安城イトーヨーカドー店 愛知県 安城市 住吉町３－１－８　　　　　　　　　　

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ一宮大和店 愛知県 一宮市 大和町毛受字一本松１７　　　　　　　

Sugakiyaフィールパールシティ稲沢店 愛知県 稲沢市 井之口大坪町８０－１　　　　　　　　

Sugakiya稲沢平和バロー店 愛知県 稲沢市 平和町上三宅上屋敷１－１

Sugakiya稲沢ヨシヅヤ店 愛知県 稲沢市 朝府町４番１号

Sugakiya稲沢リーフウォーク店 愛知県 稲沢市 長野７丁目１－２　区画番号２５１

Sugakiyaヤマナカ岡崎北店 愛知県 岡崎市 井ノ口新町２－１０　　　　　　　　　

Sugakiya岡崎西友店 愛知県 岡崎市 戸崎町越舞２－１　　　　　　　　　　

Sugakiya岡崎コムタウン店 愛知県 岡崎市 上六名町字宮前１　　　　　　　　　　

Sugakiya岡崎ウイングタウン店 愛知県 岡崎市 羽根町字小豆坂３番地

Sugakiyaフィール南岡崎店 愛知県 岡崎市 不吹町１－２　　　　　　　　　　　　

Sugakiya蒲郡クラスポ店 愛知県 蒲郡市 鹿島町浅井新田１－２６

Sugakiya刈谷バロー店 愛知県 刈谷市 若松町２丁目１０１番地

Sugakiya新江南平和堂店 愛知県 江南市 上奈良町栄６１－３　　　　　　　　　

SugakiyaＴぽーと高浜店 愛知県 高浜市 神明町８－２０－１　　　　　　　　　

Sugakiyaサンマルシェ高蔵寺２号店 愛知県 春日井市 中央台１－２－２　　　　　　　　　

Sugakiya春日井バロー店 愛知県 春日井市 西高山町２－３－６　　　　　　　　

Sugakiya春日井南フィール店 愛知県 春日井市 如意申町５丁目７番１

Sugakiya春日井フィール店 愛知県 春日井市 篠木町８丁目４番地５８　　　　　　　

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ小牧店 愛知県 小牧市 堀の内３－１５　　　　　　　　　　　

Sugakiya常滑カインズ店 愛知県 常滑市 虹の丘３丁目152

Sugakiya瀬戸西バロー店 愛知県 瀬戸市 西本地町２丁目２５０番地

Sugakiya新瀬戸バロー店 愛知県 瀬戸市 東横山９２番地

Sugakiya西枇杷島フランテ店 愛知県 清須市 西枇杷島町押花５　　　　　　　　　　

Sugakiya清洲ヨシヅヤ店 愛知県 清須市 西市場５－５－３　　　　　　　　　　

Sugakiyaシャオ西尾店 愛知県 西尾市 下町御城下２３　　　　　　　　　　　

SugakiyaＤＣＭカーマ西尾店 愛知県 西尾市 丁田町杢左２８　　　　　　　　　　　

Sugakiya西尾フィール店 愛知県 西尾市 矢曽根町長配８番地

Sugakiyaリソラ大府店 愛知県 大府市 柊山町1丁目98番地

Sugakiyaヨシヅヤ大口店 愛知県 丹羽郡 大口町奈良子２－７９　　　　　　　　

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ大口店 愛知県 丹羽郡 大口町丸２丁目３６番地

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ武豊店 愛知県 知多郡 武豊町字西田崎１９－１　　　　　　　

Sugakiya知多イトーヨーカドー店 愛知県 知多市 新知東町１－１０－１

Sugakiyaモリコロパーク店 愛知県 長久手市 茨ヶ廻間乙１５３３－１

Sugakiya津島ヨシヅヤ３Ｆ店 愛知県 津島市 津島北新開３５１　　　　　　　　　　

Sugakiya津島ヨシヅヤ１Ｆ店 愛知県 津島市 津島北新開３５１　　　　　　　　　　

Sugakiya津島北テラスヨシヅヤ店 愛知県 津島市 片岡町６０

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ太田川店 愛知県 東海市 太田町下浜田102番1

Sugakiyaミオ香久山店 愛知県 日進市 香久山５－1801　　　　　　　　　　　　　　

Sugakiya日進アオキスーパー店 愛知県 日進市 竹の山二丁目１０９番地

Sugakiya愛知学院大学店 愛知県 日進市 岩崎町阿良池１２

Sugakiya南成岩フィール店 愛知県 半田市 青山１－１－１　　　　　　　　　　

Sugakiya半田パワードーム店 愛知県 半田市 乙川吉野町９　　　　　　　　　　　　

Sugakiya尾張旭イトーヨーカドー店 愛知県 尾張旭市 南原山町石原１１６－４　　　　　　

Sugakiyaアスカ尾張旭店 愛知県 尾張旭市 東大道町原田２５２５－４　　　　　

Sugakiyaバロー豊橋店 愛知県 豊橋市 前田南町２－１７－２

Sugakiya豊川プリオ店 愛知県 豊川市 諏訪３－１３３　　　　　　　　　　　

Sugakiyaグリーンシティー豊田１Ｆ店 愛知県 豊田市 東山町１－５－１　　　　　　　　　　

Sugakiya豊田青木町店 愛知県 豊田市 青木町４－５７　　　　　　　　　　　

Sugakiyaトヨタ生協本部店 愛知県 豊田市 山之手８－９２　　　　　　　　　　　

SugakiyaドンキホーテＵＮＹ豊田元町店 愛知県 豊田市 土橋町２丁目６５番地　　　　　　　　

Sugakiya浄水バロー店 愛知県 豊田市 浄水町豊田浄水特定土地区画整理事業地１１７区画内

Sugakiya愛知工業大学店 愛知県 豊田市 八草町八千草１２４７

住所



店名 住所

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ豊明店 愛知県 豊明市 三崎町井ノ花５－１　　　　　　　　　

Sugakiyaヨシヅヤ師勝１Ｆ店 愛知県 北名古屋市 鹿田１９２９　　　　　　　　

Sugakiyaドン・キホーテ楽市街道店 愛知県 北名古屋市 中之郷神名４５－１

Sugakiyaアスティ猪子石店 愛知県 名古屋市 千種区京命１－１－３２　　　　　　

Sugakiya中村パレ店 愛知県 名古屋市 中村区剣町１　　　　　　　　　　　

Sugakiya八田フィール店 愛知県 名古屋市 中川区野田町１－２５０　　　　　　

Sugakiya大須店 愛知県 名古屋市 中区大須3丁目４５－４　　　　　　　

Sugakiya大須万松寺通店 愛知県 名古屋市 中区大須３丁目２５番２８号　　　　

Sugakiya大須赤門店 愛知県 名古屋市 中区大須３－３０－８　　　　　　　

Sugakiya新中島フランテ店 愛知県 名古屋市 中川区中島新町２－２０２　　　　　

Sugakiya太平通りヨシヅヤ店 愛知県 名古屋市 中川区宮脇町２－１１　　　　　　　

Sugakiya中川アズパーク店 愛知県 名古屋市 中川区新家１丁目２４２１番地

Sugakiya高辻フィール店 愛知県 名古屋市 昭和区白金３丁目６－２４　　　　　

Sugakiya戸田バロー店 愛知県 名古屋市 中川区富田明正2-110

SugakiyaＤＣＭカーマ２１熱田店 愛知県 名古屋市 熱田区花表町２１０３番地１他１２筆

Sugakiyaニュー栄Ｂ２店 愛知県 名古屋市 中区錦３－２３－１８　　　　　　　

Sugakiya名西ヨシヅヤ店 愛知県 名古屋市 西区名西２丁目３３番８号

Sugakiya鶴舞中央図書館店 愛知県 名古屋市 昭和区鶴舞１－１－１５５

Sugakiya愛知県図書館店 愛知県 名古屋市 中区三の丸１丁目９－３

Sugakiya港ベイシア店 愛知県 名古屋市 港区一州町１－３

Sugakiya志段味バロー店 愛知県 名古屋市 守山区上志段味土地区画整理事業地内８３街区

Sugakiya鳴海なるぱーく店 愛知県 名古屋市 緑区浦里３丁目２３２

Sugakiya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番地

SugakiyaＤＣＭカーマ名古屋城北店 愛知県 名古屋市 北区浪打町1丁目51番地　

Sugakiyaスーパービバホーム名古屋南店 愛知県 名古屋市 南区豊田5丁目21番1号

Sugakiya鳴海西友店 愛知県 名古屋市 緑区黒沢台４－８０１　　　　　　　

Sugakiya堀田カインズ店 愛知県 名古屋市 瑞穂区新開町24番５５号

Sugakiya名城大学店 愛知県 名古屋市 天白区塩釜口1-501

Sugakiya愛知大学店 愛知県 名古屋市 中村区平池町４丁目６０番６

Sugakiyaルビットタウン中津川店 岐阜県 中津川市 淀川町３番８号

Sugakiya羽島バロー店 岐阜県 羽島市 江吉良町２９３９番地

Sugakiya可児パティオ店 岐阜県 可児市 下恵土５７５０　　　　　　　　　　　

Sugakiya鵜沼平和堂店 岐阜県 各務原市 鵜沼西町１－４２６－１　　　　　　

Sugakiya各務原中央バロー店 岐阜県 各務原市 蘇原青雲町4丁目1番25

Sugakiyaマーゴ関店 岐阜県 関市 倉知字長塚５０５　　　　　　　　　　　

Sugakiya関カインズ店 岐阜県 関市 大字小屋名字竹之腰１６２７番地

Sugakiya市橋バロー店 岐阜県 岐阜市 市橋２－２－５

Sugakiya名鉄岐阜駅前店 岐阜県 岐阜市 神田町８丁目６番地

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ岐阜店 岐阜県 岐阜市 加納神明町６－１　　　　　　　　　　

Sugakiya長良バロー店 岐阜県 岐阜市 長良東２－４５　　　　　　　　　　

Sugakiyaスーパービバホーム柳津店 岐阜県 岐阜市 柳津町流通センター１丁目５２番地

SugakiyaＶタウン芥見店 岐阜県 岐阜市 芥見南山２－１－８　　　　　　　　　

Sugakiya恵那バロー店 岐阜県 恵那市 大井町佐渡１８０－１

SugakiyaＬＳルビットタウン髙山店 岐阜県 高山市 岡本町３－１８－２　　　　　　　　　

Sugakiya高富平和堂店 岐阜県 山県市 高木１４７３　　　　　　　　　　　　

Sugakiya瑞穂プラント店 岐阜県 瑞穂市 犀川５丁目３８番地

Sugakiya瑞浪中央バロー店 岐阜県 瑞浪市 益美町3丁目11番地

Sugakiyaバロー多治見店 岐阜県 多治見市 若松町１－３４　　　　　　　　　　

Sugakiya大垣南バロー店 岐阜県 大垣市 本今町字西ノ側１６３９番地１　　　　

Sugakiya鶴見アルプラザ店 岐阜県 大垣市 鶴見町上渡瀬６４１番２

Sugakiya美濃加茂バロー店 岐阜県 美濃加茂市 山手町１丁目３５番地の１　　　　

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ美濃加茂店 岐阜県 美濃加茂市 野笹町2丁目5番65号

Sugakiya正家バロー店 岐阜県 恵那市 長島町正家526番地9

Sugakiyaモレラ岐阜店 岐阜県 本巣市 三橋１１００　　　　　　　　　　　

Sugakiya桑名東バロー店 三重県 桑名市　 大字桑名太一丸６８７－１　　　　　

Sugakiya桑名カインズ店 三重県 桑名市　 大仲新田２２０

Sugakiya松阪アドバンスモール店 三重県 松阪市 田村町２３５－１　　　　　　　　　　

Sugakiyaスーパービバホーム津白塚店 三重県 津市 白塚町字鎌田３６８６番

Sugakiyaヤマナカ津新町店 三重県 津市 博多町１３６番の１　　　　　　　　　　

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ名張店 三重県 名張市 下比奈知字黒田３１００－１　　　　

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ鈴鹿店 三重県 鈴鹿市 南玉垣町３６２８　　　　　　　　　　

Sugakiya伊勢バロー店 三重県 伊勢市 船江１丁目１０－21

Sugakiyaみえ川越カインズ店 三重県 三重郡 川越町大字北福崎１７５

Sugakiya津ラッツ店 三重県 津市 藤方７１６番地



店名 住所

Sugakiyaスーパービバホーム鈴鹿店 三重県 鈴鹿市 住吉町字谷口８９１０番地 他１７筆

Sugakiyaピエリ守山店 滋賀県 守山市 今浜町2620-5

Sugakiya平和堂水口店 滋賀県 甲賀市 水口町綾野５６６－１　　　　　　　　

Sugakiya甲賀カインズ店 滋賀県 甲賀市 水口町泉１４０５番地

Sugakiya草津アルプラザ店 滋賀県 草津市 西渋川１丁目２３－３０

Sugakiyaフォレオ大津一里山店 滋賀県 大津市 一里山７丁目１番１号

Sugakiya堅田アルプラザ店 滋賀県 大津市 本堅田５丁目２０番１０号

Sugakiya長浜西友店 滋賀県 長浜市 八幡東町９－１

SugakiyaＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ富士吉原店 静岡県 富士市 国久保二丁目１番１０号

Sugakiyaおおとり堺店 大阪府 堺市 西区鳳東町７－７３３　　　　　　　　　　　

Sugakiya香里園アルプラザ店 大阪府 寝屋川市 日新町５－５　　　　　　　　　　　

Sugakiya住道オペラパーク店 大阪府 大東市 赤井１丁目４番３号

Sugakiyaビバモール美原南インター店 大阪府 堺市 美原区黒山1008番地

Sugakiya門真ライフ店 大阪府 門真市 島頭３丁目４－１

Sugakiyaつかしん店 兵庫県 尼崎市 塚口本町4-8-１


