
令和５年４月２０日現在

頭文字 大字 取　扱　店　名 所　在　地 電話番号

あ 上り戸 セブンイレブン知多深田脇店 上り戸２丁目３－２ 0562-55-8882

朝倉町 ローソンストア１００知多朝倉町店 知多市朝倉町１９６ 0562-39-4699

セブンイレブン知多朝倉町店 知多市朝倉町１１０ 0562-33-6330

旭 セブンイレブン知多旭３丁目店 知多市旭３丁目９４－３ 0569-43-6700

う 梅が丘 岡本文具 知多市梅が丘１丁目２４３－２ 0562-55-4560

お 大草 あらき釣具 知多市大草字大瀬８７ 0569-42-2231

岡田 天草商店 知多市岡田字上中田６１－２ 0562-55-3402

ｅでんき　たけうち 知多市岡田字海渡１８ 0562-55-3950

エビスヤ本店 知多市岡田字開戸１３－２ 0562-55-3241

オオツカクリーニング 知多市岡田字美城ヶ根３９－６ 0562-55-2328

おかき屋辰心 知多市岡田字登り２７ 0562-56-0280

牛光商店 知多市岡田字久平３６ 0562-55-3653

啓信堂 知多市岡田字平地６６－１ 0562-55-8919

ゲンキー知多岡田店 知多市岡田字越地２－１ 0562-85-6020

こじまや 知多市岡田字太郎坊８７－１ 0562-55-3456

近藤デンキ 知多市岡田字開戸３２－２ 0562-55-3432

セブンイレブン知多岡田西店 知多市岡田字西無常堂３－１ 0562-56-5480

フレッシュタケウチ 知多市岡田字向田５０－１ 0562-55-3034

マルヨ 知多市岡田字開戸３８－１ 0562-55-3186

岡田美里町 ファミリーマート知多岡田店 知多市岡田美里町２１ 0562-54-0822

か 金沢 あおば薬局 知多市金沢字西寅５８ 0569-42-7020

ｅでんき　ニシダ 知多市金沢字東寅６０－５ 0569-43-1110

き 旭南 セブンイレブン知多旭南５丁目店 知多市旭南３丁目１２ 0569-42-5262

し 清水が丘 スギ薬局清水が丘店 知多市清水が丘１丁目１７０３ 0562-31-2461

ファミリーマート知多清水が丘店 知多市清水が丘２丁目９１４ 0562-33-0111

ファミリーマート知多寺本店 知多市清水が丘１丁目３０２ 0562-39-4334

ホリテック 知多市清水が丘１丁目８０１ 0562-33-1715

水幸食品 知多市清水が丘１丁目１８０５ 0562-32-9200

新知 オリスエ 知多市新知字門田２４－７ 0562-32-0856

ゲンキー古見店 知多市新知字下森１１－１１ 0562-85-3840

腰嶋米穀店 知多市新知字浜脇６－１ 0562-55-3220

サンドラッグ新知店 知多市新知字佐布見５８－１ 0562-54-1301

さくらや 知多市新知字下森２６ 0562-55-3434

高橋商店 知多市新知字中殿１０－１１ 0562-55-3810

竹内薬局 知多市新知字森下２８－１ 0562-55-3480
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し 新知 ファミリーマート知多朝倉店 知多市新知字樋之口４５－１ 0562-39-3122

ファミリーマート知多新知小学校南店 知多市新知字中殿２５－１ 0562-54-2511

丸久 知多市新知字大内１ 0562-55-1717

八百又商店 知多市新知字浜脇１６－１ 0562-55-3421

八百藤 知多市新知字下森２７ 0562-55-3888

新知西町 スギ薬局新知店 知多市新知西町８－７ 0562-56-6890

新知東町 イトーヨーカドー知多店 知多市新知東町１丁目１０－１ 0562-56-5511

スギ薬局新知東店 知多市新知東町２丁目１－５ 0562-85-1631

ファミリーマート知多新知東店 知多市新知東町３丁目４０－２ 0562-54-1233

マックスバリュ知多新知店 知多市新知東町３丁目３４－１ 0562-55-8040

セブンイレブン知多新知東店 知多市新知東町２丁目２－３９ 0562-56-5701

新舞子 池野商店 知多市新舞子字大瀬５５－４ 0569-42-0135

江端米穀店 知多市新舞子字沢渡２８－１ 0562-55-8890

スギ薬局新舞子店 知多市新舞子字大口２０３－７ 0569-44-2751

ヤマナカアルテ新舞子店 知多市新舞子字南西田１９ 0569-43-3977

新舞子東町 ファミリーマート知多新舞子店 知多市新舞子東町１丁目１－７ 0569-44-2501

新広見 ファミリーマート知多新広見店 知多市新広見１６９ 0569-44-1007

そ 佐布里 ファミリーマート佐布里城山下店 知多市佐布里字脇之田前３２－９ 0562-54-2772

た 大興寺 門井商店 知多市大興寺字里１８６ 0569-42-0708

ゲンキー旭桃台店 知多市大興寺字長根３２－１６３ 0562-85-9310

巽が丘 巽ヶ丘米穀店 知多市巽が丘４丁目１１５ 0562-34-8667

つ つつじが丘 エイトクヤつつじが丘店 知多市つつじが丘２丁目１３－１３ 0562-55-6527

サイクルプロショップ　ＢＩＫＥ　ＥＧＧ 知多市つつじが丘３丁目１２－５ 0562-55-7189

セブンイレブン知多つつじが丘４丁目店 知多市つつじが丘４丁目２９－１ 0562-56-0309

ＴＳＰヤン 知多市つつじが丘１丁目１２－８ 0562-55-9386

中新つつじが丘店 知多市つつじが丘１丁目２－１１ 0562-56-0788

ファミリーマート知多つつじが丘二丁目店 知多市つつじが丘２丁目２－１３ 0562-54-1331

て 寺本新町 ココカラファイン寺本店 知多市寺本新町１丁目１７８ 0562-36-1558

寺本台 喫茶　ジュリエットの家 知多市寺本台３丁目２－２０ 0562-33-8881

ファミリーマート寺本台一丁目店 知多市寺本台１丁目１－４ 0562-39-3923

な 長浦 松み屋 知多市長浦２丁目１０ 0562-55-3039

に にしの台 威風堂々 知多市にしの台１丁目１１１２－１ 0562-56-1755

さおり美容院 知多市にしの台１丁目２１１ 0562-55-3993

サンドラッグにしの台店 知多市にしの台４丁目１２－８ 0562-54-3521

スーパータツミにしの台店 知多市にしの台１丁目２６０３ 0562-55-0860
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に にしの台 時計・宝石・メガネみうら 知多市にしの台４丁目１２－６ 0562-56-0202

肉のアチワ 知多市にしの台１丁目１２０７－１ 0562-55-6848

花の生華園 知多市にしの台１丁目１２０９－１ 0562-55-8787

ファミリーマート知多にしの台店 知多市にしの台２丁目１３０５ 0562-54-1522

Ｖ・ｄｒｕｇ知多店 知多市にしの台２丁目１００－７ 0562-54-2900

みどりハウジング 知多市にしの台４丁目７－２６ 0562-55-6114

ヤマナカ知多店 知多市にしの台２丁目１００－６ 0562-54-2300

西巽が丘 原辰ストア 知多市西巽が丘１丁目１２－６ 0562-34-1117

ファミリーマート知多西巽が丘店 知多市西巽が丘１丁目２－６ 0562-31-7005

ひ 日長 青木モータース 知多市日長字浦畑口７１－３ 0569-42-0917

池端屋呉服店 知多市日長字神山畔３０ 0569-42-0643

田中屋呉服店 知多市日長字神山畔１２７ 0569-42-0648

ファミリーマート知多長浦インター店 知多市日長字赤坂７８－３ 0562-54-3577

ミニストップ知多日長店 知多市日長字東田２丁目３０－１ 0562-54-2711

日長台 シノダ薬局日長台店 知多市日長台１７４ 0562-55-2178

ＤＡＩＤＯオレンジマート 知多市日長台１１５ 0562-56-6576

み 南粕谷 ヤマナカ粕谷台店 知多市南粕谷２丁目４７－１９２ 0569-44-2011

南粕谷新海 ファミリーマート知多南粕谷店 知多市南粕谷新海１丁目３１－２ 0569-44-1421

南粕谷東坂 ミニストップ知多南粕谷店 知多市南粕谷東坂１丁目１６１－３ 0569-43-7027

村上電器 知多市南粕谷東坂１丁目１９７ 0569-42-0715

南巽が丘 花井食糧 知多市南巽が丘２－２０９ 0562-34-9030

や
八幡
（西部）

ｅでんき　はない 知多市八幡字小根１３１ 0562-32-0043

ｅでんき　はない　サービス部 知多市八幡字筒岡３－１ 0562-36-1201

加古商店 知多市八幡字蔵池１２０ 0562-32-0665

かじ綱金物店 知多市八幡字西水代６２ 0562-32-5288

喫茶　コッチ 知多市八幡字荒古後８８－５ 0562-33-5579

きもの乃丸浩 知多市八幡字茶原下１７－１ 0562-33-0301

タックメイト　丸三 知多市八幡字西水代６９ 0562-33-0303

ＤＣＭカーマ知多店 知多市八幡字筒岡４６ 0562-33-7700

東海ガス 知多市八幡字荒古前３３－１ 0562-33-5168

永井金物店 知多市八幡字荒古後８－２ 0562-33-2525

中新本店 知多市八幡字西水代７８－１ 0562-32-0736

野彦醸造場 知多市八幡字小根１０３－１ 0562-32-0160

ＨＩＲＯカイロプラクティック 知多市八幡字前田３０－１ 0562-85-4762

ひろや 知多市八幡字荒古後８９－1 0562-32-2480
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や
八幡
（西部）

フィール　アストリー 知多市八幡字種池１２８ 0562-31-2116

ミニストップ知多浦浜店 知多市八幡字浦浜１－１４ 0562-32-6060

名南ゴム商会 知多市八幡字西水代１ 0562-33-0258

森田屋伸嘉 知多市八幡字小根９０ 0562-32-0015

ローソン知多八幡店 知多市八幡字中島139-1 0562-32-8200

八幡
（東部）

ファミリーマート知多八幡店 知多市八幡字半田道３－３ 0562-34-5801

新田薬局 知多市八幡字勘右エ門沢７９－１ 0562-34-4162

美容室ファンタジア 知多市八幡字鍋山１２８－７ 0562-34-7847

八幡新町 米信 知多市八幡新町３丁目１－４ 0562-32-0753

ファミリーマート知多つつじが丘店 知多市八幡新町３丁目１５－１４ 0562-39-2561

●市外

取　扱　店　名 所　在　地 電話番号

カネスエ阿久比店 阿久比町大字白沢字下カナクソ２番地１ 0569-47-5250

スギ薬局阿久比店 阿久比町大字白沢字天神裏５－１ 0569-47-0360

セブンイレブン阿久比白沢店 阿久比町大字白沢字西石根５－１ 0569-48-8892

ピアゴ阿久比北店 阿久比町大字卯坂字惣山６５ 0569-48-5611

エイトクヤ横須賀店 東海市養父町北反田４３ 0562-33-3822

ゲンキー加木屋店 東海市加木屋町大堀１３－１ 0562-57-5130

サンドラッグ加木屋店 東海市加木屋町大堀１－１ 0562-31-7011

ドラッグスギヤマ加木屋店 東海市加木屋町大清水５６４ 0562-31-7111

ファミリーマート東海八幡新田店 東海市加木屋町陀々法師１３－１ 0562-38-2351

グリーンプラザ常滑北部 常滑市多屋字茨廻間１番地１１１ 0569-43-5304

ゲンキー矢田川橋南店 常滑市小倉町３丁目１２ 0569-84-9510

エビスヤ東浦店 東浦町大字緒川字西釜池５－８ 0562-35-0029東浦町

市 町 名

東海市

阿久比町

常滑市
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