
台風19号接近に伴う臨時休業のお知らせ

台風19号接近に伴い10月12日（土）に臨時休業させていただく店舗がございます。

また、台風の状況により急遽開店・閉店時間が変更になる場合もございます。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承ください。

店舗に関するお問合せは、御手数ではございますが、お客様相談室までご連絡をお願い申し上げます。

　お客様相談室　084-975-3939　

音声アナウンス後「1番」を選択してください。

都道府県 店名 電話番号 所在地
茨城県 茨城総和店 0280-31-0470 茨城県古河市上辺見549番地1

水戸笠原本店 029-244-1551 茨城県水戸市笠原町1188番地の4

荒川沖店 029-842-2850 茨城県稲敷郡阿見町住吉二丁目18番地3

日立南店 0294-35-0171 茨城県日立市金沢町二丁目32番3号

日立北店 0294-43-8016 茨城県日立市田尻町五丁目2番1号

茨城鹿嶋店 0299-84-0670 茨城県鹿嶋市宮中311番地1

水戸内原店 029-259-5386 茨城県水戸市内原一丁目189番地

勝田店 029-285-8317 茨城県ひたちなか市大字稲田1062番地の1

牛久店 029-874-6668 茨城県牛久市中央三丁目1番地1

つくば研究学園店 029-852-5078 茨城県つくば市研究学園七丁目50番地1

茨城千代田店 0299-59-6843 茨城県かすみがうら市上稲吉1943番地86

竜ケ崎ニュータウン店 0297-65-4433 茨城県竜ヶ崎市中根台三丁目7番2号

笠間店 0296-72-2980 茨城県笠間市赤坂17番7

石岡店 0299-24-5861 茨城県石岡市大字東大橋3195番地5

取手店 0297-74-0051 茨城県取手市新町四丁目28番10号

茨城守谷店 0297-45-0663 茨城県守谷市中央1-2-4

土浦店 029-823-2081 茨城県土浦市下高津三丁目7番41号

埼玉県 熊谷店 048-526-0638 埼玉県熊谷市大字上之3989番地8

鴻巣店 048-597-3993 埼玉県鴻巣市愛の町143番地

深谷店 048-573-9831 埼玉県深谷市上柴町東五丁目1番地1

埼玉本庄店 0495-23-3005 埼玉県本庄市若泉二丁目7番29号

埼玉寄居店 048-581-8112 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1365番地3

川越小仙波店 049-223-3767 埼玉県川越市小仙波町三丁目12番5

所沢東店 04-2991-5200 埼玉県所沢市大字上安松1242番地の10

埼玉大井町店 049-261-5233 埼玉県ふじみ野市東久保一丁目1番5号

飯能店 042-971-0205 埼玉県飯能市八幡町24番2号

坂戸にっさい店 049-289-8658 埼玉県坂戸市にっさい花みず木二丁目9番1

狭山台店 04-2957-7124 埼玉県狭山市中央二丁目26番7号

上尾店 048-772-3303 埼玉県上尾市緑丘三丁目5番43号

所沢店 04-2923-5558 埼玉県所沢市大字上新井5丁目9番地の3

川越店 049-241-2822 埼玉県川越市脇田新町12番地19

東松山店 0493-21-6701 埼玉県東松山市六反町15番6

朝霞三原店 048-465-5016 埼玉県朝霞市三原一丁目10番40号

入間店 04-2963-7170 埼玉県入間市扇台二丁目6番16号

鶴ヶ島店 049-271-3321 埼玉県鶴ヶ島市脚折町六丁目27番3号

ベニバナウォーク桶川店 048-786-2815
埼玉県桶川市桶川都市計画事業下日出谷東
特定土地区画整理事業地内42街区1画地　ベニバナウォーク桶川２階



八潮店 048-997-8008 埼玉県八潮市緑町五丁目29番23

草加店 048-944-2880 埼玉県草加市花栗一丁目17番8号

蓮田店 048-769-8322 埼玉県蓮田市西新宿六丁目47番地

せんげん台店 048-734-5231 埼玉県春日部市大字大枝４６１番地の１

久喜店 0480-21-6233 埼玉県久喜市本町七丁目5番26号

春日部中央店 048-763-2175 埼玉県春日部市中央二丁目18番地2

越谷店 048-965-5116 埼玉県越谷市東越谷三丁目3番22号

三郷店 048-957-5300 埼玉県三郷市早稲田二丁目8番7号

さいたま緑店 048-873-6351 埼玉県さいたま市緑区大間木3丁目1番地6

さいたま美園店 048-878-3364 埼玉県さいたま市緑区美園六丁目8番地6

浦和上木崎店 048-825-6651 埼玉県さいたま市浦和区上木崎七丁目1番33号

東川口店 048-294-7708 埼玉県川口市戸塚五丁目1番6号

大宮吉野町店 048-654-5920 埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目41番5

岩槻店 048-791-2100 埼玉県さいたま市岩槻区府内一丁目1番11号

与野店 048-851-3200 埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目18番3号

さいたま南中野店 048-682-2067 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野205番地1

蕨錦町店 048-434-8117 埼玉県蕨市錦町一丁目2番25号

大宮大成店 048-668-6032 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目168番地

川口芝店 048-264-7170 埼玉県川口市芝中田二丁目45番8号

アリオ川口店 048-256-2250 埼玉県川口市並木元町1番79号アリオ川口2階

まるひろ南浦和店 048-861-2017 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目7番4号

鳩ヶ谷駅前店 048-283-5651 埼玉県川口市大字里1645番地の1

イトーヨーカドー浦和店 048-825-0800 埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目7番1号

川口末広店 048-222-0881 埼玉県川口市末広一丁目1番5号

大宮西口店 048-643-1186 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目5番5　

千葉県 佐原店 0478-55-1650 千葉県香取市北二丁目15番5号

千葉ニュータウン店 0476-47-1260 千葉県印西市中央南二丁目5番地

市原平成通店 0436-20-2550 千葉県市原市君塚二丁目13番地1

市原五井店 0436-24-6800 千葉県市原市五井4826番地の2

佐倉店 043-484-4631 千葉県佐倉市寺崎北５丁目1番地15

成田店 0476-22-8750 千葉県成田市ウイング土屋59番

銚子店 0479-23-4312 千葉県銚子市三崎町二丁目2600番地の1

イオンタウン館山店 0470-23-9321 千葉県館山市八幡545番地の1

木更津店 0438-22-0416 千葉県木更津市太田三丁目8番8号

君津店 0439-55-9930 千葉県君津市杢師一丁目11番7号

東金店 0475-54-3741 千葉県東金市押堀669番地の1

八日市場店 0479-73-7811 千葉県匝瑳市八日市場ハの805番地の10

ハーバーシティ蘇我店 043-268-0628 千葉県千葉市中央区川崎町1番地35

四街道店 043-424-6302 千葉県四街道市大日466番地13

茂原店 0475-22-7351 千葉県茂原市茂原1011番地1

千葉東寺山店 043-256-3107 千葉県千葉市中央区東千葉二丁目30番1号

千葉東口店 043-221-0080 千葉県千葉市中央区富士見二丁目4番10号

イオンタウンおゆみ野店 043-300-0431 千葉県千葉市緑区おゆみ野南五丁目37番地1

新鎌ヶ谷店 047-446-5651 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷三丁目5番2号

市川大野店 047-330-8115 千葉県松戸市高塚新田160番1

幕張店 043-271-0052 千葉県千葉市花見川区幕張町一丁目1319番9

浦安店 047-380-4333 千葉県浦安市北栄三丁目26番2号

船橋夏見台店 047-429-2651 千葉県船橋市夏見台五丁目12番25号



八千代店 047-480-2671 千葉県八千代市村上南二丁目1番5

津田沼南口モリシア店 047-477-0760 千葉県習志野市谷津一丁目16番1号

市川店 047-324-3406 千葉県市川市新田五丁目10番21号

千葉幸町店 043-203-2555 千葉県千葉市美浜区幸町二丁目24番38号

習志野台店 047-467-2881 千葉県船橋市習志野台五丁目22番15号

イトーヨーカドー津田沼店 047-403-5880 千葉県習志野市津田沼一丁目10番30号

イトーヨーカドー船橋店 047-407-4183 千葉県船橋市本町七丁目6番1号イトーヨーカドー船橋店西館3階

西船橋店 047-333-3121 千葉県船橋市本郷町645番地1

ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店 047-420-8061 千葉県船橋市浜町二丁目1番1号

花見川作新台店 043-257-5510 千葉県千葉市花見川作新台四丁目4番2号

船橋南口店 047-422-3711 千葉県船橋市本町四丁目41番25号

松戸店 047-368-8803 千葉県松戸市松戸新田122番地の1

柏店 04-7135-0391 千葉県柏市十余二276番44

南柏店 04-7141-7773 千葉県柏市南柏二丁目11番5号

新松戸店 047-309-5150 千葉県松戸市新松戸四丁目149番地

松戸常盤平店 047-311-0971 千葉県松戸市牧の原435番30

野田店 04-7121-0370 千葉県野田市山崎2632番地の2

イトーヨーカドー流山店 04-7158-1311 千葉県流山市流山九丁目800番地の2イトーヨーカドー流山店1階

松戸東口店 047-308-6006 千葉県松戸市松戸1230番地の1

柏東口店 04-7163-0166 千葉県柏市柏一丁目1番20号

東京都 上野御徒町店 03-3831-1431 東京都台東区上野五丁目２６番１１号

瑞江駅前店 03-5243-1038 東京都江戸川区東瑞江一丁目29番6号

江戸川西葛西店 03-5696-5681 東京都江戸川区西葛西三丁目8番2号

木場駅前店 03-3615-2721 東京都江東区東陽三丁目7番13号LUCID SQUARE KIBA1階

台東三ノ輪駅前店 03-5603-9371 東京都台東区三ノ輪一丁目28番10号

葛飾奥戸店 03-5670-1900 東京都葛飾区奥戸五丁目19番10号

葛飾金町店 03-3600-2661 東京都葛飾区新宿四丁目22番15号

墨田東向島店 03-3612-7061 東京都墨田区東向島五丁目39番13号

水道橋東口店 03-5281-1801 東京都千代田区神田三崎町一丁目3番12号

江東亀戸店 03-5626-4566 東京都江東区亀戸二丁目36番9号

江戸川環七通店 03-5605-8691 東京都江戸川区西瑞江五丁目15番地12

文京千石駅前店 03-3947-8223 東京都文京区本駒込二丁目29番21号

錦糸町南口店 03-5600-3688 東京都墨田区江東橋三丁目9番7号

亀有南口店 03-6662-7780 東京都葛飾区亀有三丁目32番12号アパートメントS内

スーパービバホーム豊洲店 03-5560-7027 東京都江東区豊洲三丁目４番8号

浅草ＲＯＸ・3Ｇ店 03-3841-8939 東京都台東区浅草一丁目26番5号

アリオ北砂店 03-3645-8566 東京都江東区北砂二丁目17番1号アリオ北砂2階

イトーヨーカドー四つ木店 03-3692-8801 東京都葛飾区四つ木2-21-1

銀座本店 03-3561-6731 東京都中央区銀座二丁目6番9号

新橋烏森口店 03-3593-2704 東京都港区新橋二丁目16番1-105号

池袋東口総本店 03-5952-7201 東京都豊島区東池袋一丁目14番8号

新宿東口店 03-3341-4856 東京都新宿区新宿三丁目24番2号

渋谷文化村通り店 03-6416-5736 東京都渋谷区道玄坂二丁目29番19号關口ビル内

秋葉原電気街口店 03-3256-2272 東京都千代田区外神田一丁目18番19号新秋葉原ビル1階

新宿西口店 03-5322-7007 東京都新宿区西新宿一丁目10‐2号

練馬光が丘田柄店 03-3577-6861 東京都練馬区田柄五丁目21番23号

足立加平店 03-5681-8271 東京都足立区青井五丁目18番14号

赤羽東口店 03-3598-6556 東京都北区赤羽二丁目16番4-101号



練馬石神井店 03-3594-5391 東京都練馬区上石神井三丁目1番1号

武蔵境南口店 0422-33-5188 東京都武蔵野市境南町二丁目11番22号

高島平西台店 03-5920-5893 東京都板橋区高島平一丁目79番11号

中野弥生町店 03-3380-2540 東京都中野区弥生町六丁目10番11号

練馬区役所前店 03-3993-2492 東京都練馬区豊玉北五丁目29番8号

田端新町店 03-3800-8571 東京都北区田端新町二丁目24番5-101号

三鷹野崎店(仮店舗) 0422-26-4010 東京都三鷹市野崎一丁目20番20号121MYビル２階

荻窪駅前店 03-3392-6629 東京都杉並区天沼三丁目4番2号

中野本店 03-5380-8567 東京都中野区新井一丁目11番2号 ONEST 中野ビル1階

杉並宮前店 03-3334-3241 東京都杉並区宮前四丁目22番13号

北千住店(仮店舗) 03-3881-1571 東京都足立区千住二丁目15番

足立竹の塚店 03-3858-0381 東京都足立区竹の塚三丁目9番15号

吉祥寺サンロード店 0422-22-3890 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目11番31号　

練馬光が丘笹目通店 03-3995-8410 東京都練馬区高松五丁目12番1号

パサージオ西新井店 03-5681-0077 東京都足立区西新井栄町一丁目17番1号

大田多摩川大橋店 03-5741-1761 東京都大田区多摩川一丁目36番25号

大田大鳥居店 03-5736-3533 東京都大田区萩中三丁目5番3号

目黒碑文谷店 03-3760-3020 東京都目黒区碑文谷二丁目21番6号

東京府中店 042-367-0763 東京都府中市若松町一丁目34番地の1

駒大駅前店 03-3487-9427 東京都世田谷区上馬三丁目18番7号ＩＭＡＸ－１ビル内

大田久が原店 03-3752-7851 東京都大田区久が原五丁目28番8号

五反田東口店 03-5420-1511 東京都品川区東五反田一丁目13番12号

大田雪谷店 03-5499-1220 東京都大田区南雪谷一丁目5番7号

大井町東口店 03-5463-1861 東京都品川区東大井五丁目15番3号

品川旗の台店 03-3785-2601 東京都品川区旗の台一丁目1番11号

目黒八雲店 03-5701-3721 東京都目黒区八雲二丁目8番4号

馬事公苑店 03-3427-7880 東京都世田谷区上用賀二丁目5番21号

世田谷千歳台店 03-5490-0861 東京都世田谷区千歳台三丁目30番7号

世田谷赤堤通店 03-3306-6312 東京都世田谷区桜上水一丁目25番18号

調布駅南口店 042-485-5101 東京都調布市布田四丁目18番9号

三軒茶屋北口店 03-3424-5590 東京都世田谷区太子堂二丁目16番5号

東急プラザ蒲田店 03-3733-0211 東京都大田区西蒲田七丁目69番1号東急プラザ蒲田1階

島忠ホームズ仙川店 03-5384-1321 東京都調布市若葉町二丁目1番地7&nbsp;島忠ホームズ仙川店2階

八王子山王店 042-623-8785 東京都八王子市中野山王一丁目8番2号

日野店 042-594-4782 東京都日野市南平二丁目67番地の6

秋川店 042-558-8751 東京都あきる野市秋川六丁目2番地1

国分寺店 042-328-1156 東京都国分寺市日吉町三丁目12番地16

立川幸町店 042-536-5642 東京都立川市幸町二丁目26番地の3

小平店 042-347-0125 東京都小平市小川町一丁目2073番地1

福生店 042-530-4491 東京都福生市加美平二丁目8番4号

武蔵村山店 042-565-9945 東京都武蔵村山市中央一丁目42番地

八王子高倉店 042-642-2807 東京都八王子市高倉町57番30

東村山店 042-396-3501 東京都東村山市本町一丁目9番地1

八王子めじろ台店 042-668-0331 東京都八王子市狭間町1455番地の13

国立谷保店 042-571-4591 東京都国立市谷保7094番地

青梅新町店 0428-32-3872 東京都青梅市新町七丁目5番地の６

田無店 042-468-0245 東京都西東京市田無町三丁目3番10号

東久留米店 042-474-2820 東京都東久留米市幸町五丁目3番30号



花小金井店 042-466-5621 東京都小平市鈴木町二丁目147番地の14

イトーヨーカドー昭島店 042-519-7965 東京都昭島市田中町562番地1イトーヨーカドー昭島店2階

立川北口店 042-521-1230 東京都立川市曙町2-8-3

多摩境店 042-798-2206 東京都町田市小山ヶ丘三丁目10番地7

町田鶴川店 042-736-0681 東京都町田市金井四丁目23番24号

多摩センター駅前店 042-339-1127 東京都多摩市落合一丁目6番地1

町田金森店 042-795-8860 東京都町田市金森東四丁目3番26号

ままともプラザ町田店 042-732-3548 東京都町田市旭町一丁目24番1号ままともプラザ町田１階

神奈川県 川崎南加瀬店 044-599-9140 神奈川県川崎市幸区南加瀬四丁目17番5号

川崎野川店 044-798-0825 神奈川県川崎市高津区東野川1丁目6番23号

川崎久地店 044-822-7222 神奈川県川崎市高津区久地三丁目1番5号

横浜駒岡店 045-584-8664 神奈川県横浜市鶴見区駒岡一丁目25番27号

川崎中野島店 044-900-9301 神奈川県川崎市多摩区生田二丁目8番10号

横浜東寺尾店 045-584-3013 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台9番41号

川崎新百合ケ丘店 044-953-5591 神奈川県川崎市麻生区上麻生一丁目3番5号

横浜あざみ野店 045-902-9637 神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目35番地2

川崎武蔵小杉店 044-744-1071 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町二丁目29番地2

横浜青葉台店 045-985-3513 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目10番地17

川崎モアーズ店 044-211-5455 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7&nbsp;&nbsp;川崎モアーズ地下1階

溝の口駅前店 044-822-0511 神奈川県川崎市高津区溝口一丁目13番1号　

イトーヨーカドー綱島店 045-546-2888 神奈川県港北区綱島西二丁目8番1号イトーヨーカドー綱島店3階

イトーヨーカドー鶴見店 045-521-0255 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目15番30号イトーヨーカドー鶴見店2階

イトーヨーカドー川崎港町店 044-233-1641 神奈川県川崎市川崎区港町12番1号

横浜港南台店 045-831-7268 神奈川県横浜市港南区港南台四丁目24番6号

横浜西口店 045-314-8244 神奈川県横浜市西区南幸一丁目9番8号

横浜瀬谷店 045-304-6570 神奈川県横浜市瀬谷区南台一丁目37番3

横浜十日市場店 045-922-5708 神奈川県横浜市緑区霧が丘二丁目2番地27

横須賀粟田店 046-848-8801 神奈川県横須賀市粟田一丁目42番2号

新横浜店 045-475-2997 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目11番地の3

横浜金沢八景店 045-784-7093 神奈川県横浜市金沢区瀬戸1番9号

横浜日ノ出町店 045-262-9257 神奈川県横浜市中区宮川町三丁目83番 岩崎ビル内

横須賀中央店 046-824-9734 神奈川県横須賀市若松町三丁目20番地16

横浜弘明寺店 045-714-2101 神奈川県横浜市南区永田南一丁目4番20号

イトーヨーカドー能見台店 045-782-2351 神奈川県横浜市金沢区能見台東3番1号

横須賀三春町店 046-821-5013 神奈川県横須賀市三春町4丁目7番1

横浜今宿店 045-952-3720 神奈川県横浜市旭区今宿東町1634番4の2

イトーヨーカドーららぽーと横浜店 045-934-0051 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035番1

イトーヨーカドー上永谷店 045-845-1191 神奈川県横浜市港南区丸山台一丁目12番イトーヨーカドー上永谷店2階

横浜新杉田店 045-775-1717 神奈川県横浜市磯子区中原二丁目2番20号

イトーヨーカドー上大岡店 045-882-0158 神奈川県横浜市港南区上大岡西三丁目9番1号

アピタ戸塚店 045-862-0070 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769番1アピタ戸塚２階

相模原店 042-776-5811 神奈川県相模原市中央区相模原六丁目7番12号

秦野店 0463-83-9148 神奈川県秦野市落合361番地の6

海老名店 046-235-1463 神奈川県海老名市中央三丁目1番5号

相模大野店 042-740-0562 神奈川県相模原市南区豊町15番6号

藤沢湘南台店 0466-44-6173 神奈川県藤沢市高倉1209番地の1

小田原鴨宮店 0465-49-7322 神奈川県小田原市前川198番1

大和つきみ野店 046-276-9835 神奈川県大和市下鶴間696番地の1



平塚店 0463-24-4792 神奈川県平塚市天沼3番21号

伊勢原店 0463-97-2582 神奈川県伊勢原市下糟屋3011番2

座間ひばりが丘店 046-258-1219 神奈川県座間市ひばりが丘四丁目28番16号

茅ヶ崎店 0467-83-1193 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目2番60号

相模原淵野辺店 042-758-2333 神奈川県相模原市中央区相生二丁目1番7号

橋本店 042-770-2033 神奈川県相模原市緑区西橋本五丁目3番6号

イトーヨーカドー大船店 0467-46-8801 神奈川県鎌倉市大船6-1-1

イトーヨーカドー藤沢店 0466-29-4110 神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目１０番１号

厚木栄町店 046-222-1588 神奈川県厚木市栄町二丁目6番32号

静岡県 三島店 055-977-6568 静岡県三島市梅名334番地5

焼津店 054-627-8718 静岡県焼津市八楠二丁目29番地の4

富士店 0545-64-0968 静岡県富士市本市場町825番地

富士宮店 0544-23-3020 静岡県富士宮市小泉816番地1

大仁店 0558-77-1010 静岡県伊豆の国市中島235番地の1

静岡インター店 054-286-3228 静岡県静岡市駿河区中野新田307番3

清水店 054-348-0058 静岡県静岡市清水区七ツ新屋二丁目6番1号

吉田店 0548-33-2401 静岡県榛原郡吉田町住吉1290番1

御殿場店 0550-88-3211 静岡県御殿場市萩原829番地1

藤枝島田店 054-645-2021 静岡県藤枝市上青島555番地の4

東静岡駅前店 054-284-3875 静岡県静岡市駿河区曲金六丁目7番4号

静岡大岩店 054-248-7422 静岡県静岡市葵区大岩町4番66号

沼津本店 055-926-2643 静岡県沼津市杉崎町13番59号

清水清開店 054-336-1790 静岡県静岡市清水区清開一丁目2番23号

伊東店 0557-44-1623 静岡県伊東市吉田352番地の1

裾野店 055-993-8001 静岡県裾野市伊豆島田843番地の3

沼津リコー通り店 055-921-2375 静岡県沼津市寿町2番3号

藤枝小石川店 054-641-2360 静岡県藤枝市小石川町三丁目21番8号

愛知県 イトーヨーカドー安城店 0566-97-1581 愛知県安城市住吉町三丁目1番8号

名古屋港店 052-651-7338 愛知県名古屋市港区築盛町19番地

栄広小路店 052-211-7310 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番18号ニューサカエビル内

名古屋鳴海店 052-624-3423 愛知県名古屋市緑区鳴海町字上汐田14番

名古屋中川店 052-362-0480 愛知県名古屋市中川区昭和橋通五丁目35番

西枇杷島店 052-504-2261 愛知県清須市西枇杷島町古城二丁目25番地1

名古屋千代田橋店 052-725-7688 愛知県名古屋市千種区竹越二丁目1番24号

名古屋白壁店 052-933-1328 愛知県名古屋市東区白壁四丁目58番地の1

名古屋熱田店 052-882-1077 愛知県名古屋市熱田区池内町3番5号

名古屋豊公橋店 052-414-1371 愛知県名古屋市中村区菊水町二丁目2番6号

名古屋天白店 052-808-7560 愛知県名古屋市天白区植田南三丁目901番

名古屋緑店 052-879-5187 愛知県名古屋市緑区鴻仏目二丁目212番

名古屋一社店 052-782-2518 愛知県名古屋市千種区桜が丘250番地の1

名古屋茶屋店 052-301-2751 愛知県名古屋市港区東茶屋三丁目144番

名古屋八事店 052-861-2152 愛知県名古屋市天白区八事石坂135番地

名古屋浅間町店 052-589-6152 愛知県名古屋市西区幅下一丁目11番20号

名古屋瑞穂通店 052-858-3152 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通七丁目28番地の1


