愛知県 店舗一覧

※2016年3月現在（市町村毎にあいうえお順に並んでいます）

※こちらは店舗一覧です。現在は、募集を締め切っている店舗もございますので、ご了承下さい。

愛西市
Curvesピアゴ佐屋

愛西市北一色町東田面10-1

愛知郡
Curvesパレマルシェ東郷

愛知郡東郷町白鳥3-5 パレマルシェ東郷2F

海部郡
Curves蟹江

海部郡蟹江町今五之坪4番地

あま市
Curves美和篠田
Curves甚目寺

あま市篠田稲荷12番地
あま市甚目寺五位田128ヨシヅヤ甚目寺店内

安城市
Curvesアンディ安城
Curves安城横山
Curves安城和泉

安城市住吉町3-5-28 Andy内2F
安城市横山町下毛賀知125
安城市和泉町家下8番地1

一宮市
Curves一宮朝日
Curves一宮末広
Curvesアソビックスびさい
Curves一宮市浅井
Curves木曽川

一宮市朝日3-3-5
一宮市末広2丁目27-7
一宮市篭屋3-9-1
一宮市浅井町尾関字上川田22番地の1
一宮市木曽川町黒田山1-2 第六日置ビル1階

稲沢市
Curvesアピタ稲沢
Curvesパールシティ稲沢
Curves稲沢祖父江

稲沢市天池五反田町1番地
稲沢市井之口大坪町80-1 パールシティ稲沢3F
稲沢市祖父江町祖父江高熊111番地 平和堂祖父江店内2階

犬山市
Curvesキャスタ・イトーヨーカドー犬山

犬山市天神町1丁目1番地 キャスタ・イトーヨーカドー犬山 2F

岩倉市
Curves岩倉西市

岩倉市西市町東畑田38-3

大府市
Curves大府桃山
Curves大府勤文前

大府市桃山町5丁目200番地 ザ・リレーション2階
大府市一屋町4丁目82番地

岡崎市
Curves岡崎井田
Curves岡崎柱
Curvesレスパ若松
Curves岡崎洞
Curves岡崎シビコ
Curves岡崎矢作

岡崎市井田南町2-1
岡崎市柱2丁目5-1 鳥ビル1F
岡崎市若松町字横手8番地1の1
岡崎市洞町字的場16番地1 サンボウル内
岡崎市康生通西2丁目20-2-2F
岡崎市東大友町松花44番地

尾張旭市
Curves尾張旭三郷

尾張旭市東栄町1-15-17

春日井市

Curves春日井東野
Curves春日井高蔵寺
Curves春日井市役所南
Curves勝川
Curvesアピタ高蔵寺

春日井市東野町西3丁目4番10号 2Ｆ
春日井市高蔵寺町北3-12-4
春日井市鳥居松町6-5-1 丸十ビル2F
春日井市八光町1-21-1 カーナビル 2F
春日井市中央台2-5 アピタ高蔵寺店 2F

蒲郡市
Curvesアピタ蒲郡

蒲郡市港町17-10

刈谷市
Curves東刈谷
Curves刈谷エルシティ
Curvesイオンタウン刈谷

刈谷市末広町１－２０－１０ ２F
刈谷市高倉町2-601
刈谷市東境町京和1番地

北名古屋市
Curvesパレマルシェ西春

北名古屋市鹿田若宮3926-10 パレマルシェ西春4F

清須市
Curves清須

清須市西市場5丁目5-3 ヨシヅヤ清州店3F

江南市
Curves江南大間
Curvesピアゴ江南

江南市大間町南大間16-1
江南市村久野町瀬頭163

小牧市
Curvesアピタ小牧
Curvesピエスタ桃花台
Curvesイオン小牧

小牧市堀の内3丁目15番地 アピタ小牧2F
小牧市城山1-3
小牧市東1-126

新城市
Curves新城中央

新城市城北2丁目1-2

瀬戸市
Curves瀬戸緑町
Curvesパルティせと

瀬戸市緑町1丁目51番地
瀬戸市栄町45番地

高浜市
Curves高浜神明

高浜市神明町1丁目6-2

知多郡
Curvesあぐい
CurvesTAK21武豊
Curves東浦駅前

知多郡阿久比町大字卯坂字古見堂45-1
知多郡武豊町字瀬木19番地 TAK21 2F
知多郡東浦町生路池下61番地11 ピボット池下EAST

知立市
Curves知立谷田

知立市谷田町北屋下96-1

津島市
Curves尾張津島

津島市昭和町2丁目20 ヨシヅヤ電気舘2F

東海市
Curves東海横須賀
Curves南加木屋
Curves東海あらお

東海市養父町北反田43 横須賀駅西第1ビル3F
東海市加木屋町中平地30-2
東海市荒尾町平古1番地の1

常滑市

Curves常滑駅前

常滑市鯉江本町5丁目140番地 名鉄常滑ビル 4F

豊明市
Curves前後駅前

豊明市前後町善江1735

豊川市
Curves豊川蔵子
Curvesイオン豊川
Curves豊川国府

豊川市蔵子6-1
豊川市開運通2-31
豊川市国府町桜田103番地 ピアゴ国府2F

豊田市
Curves豊田美里
Curves豊田緑ヶ丘
Curves豊田挙母
Curves豊田大林
Curvesメグリア藤岡
Curves豊田吉原

豊田市美里1-11-12 豊田パライソ美里M1F
豊田市緑ヶ丘1丁目6-1
豊田市平芝町3丁目13-12
豊田市御幸本町4-200-1 生協会館ハートプラザ1階
豊田市西中山町道貝101番
豊田市吉原町平池173番地 1階

豊橋市
Curves豊橋東
Curves豊橋なんじゃす
Curves豊橋三ノ輪
Curves豊橋イトーヨーカドー
Curves豊橋二川町
Curves豊橋下地町

豊橋市飯村北4-8-12
豊橋市野依町落合1-12 イオン豊橋南店
豊橋市三ノ輪町本興寺43番地 第1丸中ビル1階
豊橋市藤沢町141 イトーヨーカドー豊橋店2F
豊橋市二川町西向山20-2
豊橋市下地町字野箱41

名古屋市
Curves熱田一番
Curves平安通
Curves北区安井町
Curvesいりなか
Curves名古屋桜山
Curvesデリスクエアピアゴ今池
Curves茶屋ヶ坂
Curves天白土原
Curves名古屋野並
Curves天白原駅前
Curvesヨシヅヤ太平通り
Curves高畑
Curves尾頭橋
Curves本陣通
Curvesパレマルシェ中村
Curvesミユキモール
Curves名鉄栄生駅前
Curves東区代官町
Curvesパレマルシェ堀田
Curvesみどり藤塚
Curvesみどり滝の水
Curvesなるぱーく
Curvesみどり鎌倉台
Curves桶狭間
Curvesイオン南陽
Curvesイオンモール名古屋みなと
Curvesポートウォークみなと
Curvesアピタ名古屋南
Curvesイオン名古屋東
Curvesよもぎ台
Curves名東神里
Curves清水屋藤ヶ丘
Curves名鉄小幡駅前
Curves守山瀬古

名古屋市熱田区一番1-20-34 エスポア熱田Ｎ館1F
名古屋市北区平安2-14-1富士ビル2Ｆ
名古屋市北区安井１丁目20-12
名古屋市昭和区滝川町31番地8 ドラッグスギヤマ 2F
名古屋市昭和区菊園町2-17 山川ビル1階
名古屋市千種区今池1丁目30番6号 デリスクエアピアゴ ２F
名古屋市千種区茶屋ヶ坂1-21-20 エステート茶屋ヶ坂1F
名古屋市天白区土原4丁目127
名古屋市天白区井ノ森町232-1 アイコービル2F
名古屋市天白区原1丁目405 第二富士美ビル1階
名古屋市中川区宮脇町2丁目11番地ヨシヅヤ太平通り店 3F
名古屋市中川区野田1-664 プレステージ野田1F
名古屋市中川区八熊2丁目2-3 メイセイビル 1F
名古屋市中村区本陣通4-38 コーポほんじん1Ｆ
名古屋市中村区剣町１番地 パレマルシェ中村店別館2階
名古屋市西区庄内通1丁目40番地
名古屋市西区栄生2丁目4-5
名古屋市東区代官町15-3 グランカーサ代官町 2F
名古屋市瑞穂区新開町28-26 パレマルシェ堀田 2F
名古屋市緑区藤塚２－１１５
名古屋市緑区滝ノ水3-301 ハローヅ1Ｆ
名古屋市緑区浦里3丁目232
名古屋市緑区鎌倉台2丁目825 (824)
名古屋市緑区桶狭間神明1601
名古屋市港区春田野1-330 イオン南陽店1F
名古屋市港区品川町2-1-6 イオンモール名古屋みなと 4F
名古屋市港区当知2丁目1501
名古屋市南区豊田四丁目9番47号 アピタ名古屋南1階
名古屋市名東区猪子石原2-1701 イオン名古屋東2F
名古屋市名東区よもぎ台3-207
名古屋市名東区神里1-83
名古屋市守山区森孝東1-509 清水屋藤ヶ丘店2F
名古屋市守山区小幡1丁目10番22号
名古屋市守山区瀬古東2丁目919番地

西尾市

Curves西尾中央
Curves西尾中畑
Curvesピアゴ吉良
Curves西尾一色

西尾市花ノ木町1丁目18 エイトビル1F
西尾市田貫三丁目57-2
西尾市吉良町吉田天笠桂16-3
西尾市一色町赤羽浜田20-1

日進市
Curves岩崎香久山

日進市岩崎町新ラ田125-10

丹羽郡
Curvesアピタ大口

丹羽郡大口町丸2丁目36番地 アピタ大口2F

額田郡
Curves愛知幸田

額田郡幸田町大字菱池字下田10番地

半田市
Curves半田青山
Curves半田かめざき
Curves半田住吉

半田市青山1丁目3番地5 青山石川ビル 2F
半田市新居町2丁目57番地
半田市住吉町2丁目109 2F

碧南市
Curves碧南

碧南市末広町3丁目30番地

みよし市
Curvesみよし福谷

みよし市福谷町竹ヶ花9-1

弥富市
Curves弥富

弥富市前ヶ須町東勘助100-1 生鮮館やまひこ 南2F

西春日井郡
Curvesエアポートウォーク名古屋

西春日井郡豊山町豊場林先1-8

