
地区 販売店名 住所 ＴＥＬ 販売店名 住所 ＴＥＬ 販売店名 住所 ＴＥＬ

スズリョーベルックス㈱ 瀬戸市銀杏町６８番地 0561-82-1700 名古屋市 （資）前田商店 名古屋市港区稲永５丁目　８番２１号 052-381-3592 名古屋市 (有)美濃庄 名古屋市中川区九重町三番１０号 052-351-6307
田中屋酒店 瀬戸市汗干町２番地 0561-82-2337 ㈱イシカワ 名古屋市港区佐野町４丁目　３１番地 052-661-2259 大和屋 名古屋市中川区荒中町１２ 052-361-3509
(有)マル美オサカベ 瀬戸市川北町1-15 0561-82-6262 おおぜき酒店 名古屋市港区砂美町１７１ 052-652-6363 鬼頭商店 名古屋市中川区松ノ木町２－１９ 052-361-5333

和泉屋 名古屋市港区小賀須二丁目１２２０番地 052-301-8941 （資）寺津屋 名古屋市中川区中野新町6-10 052-351-0331
西春日井郡 小野正酒店 西春日井郡豊山町豊場字富士６０ 0568-28-1555 森酒店 名古屋市港区当知　３－３６１６ 052-381-8591 藤市酒店 名古屋市中川区下之一色町東ノ切19 052-301-8847

(有)美濃屋商店 名古屋市港区港栄3-2-5 052-654-2315 酒と米の店　Ｍ＆Ｓ 名古屋市中川区昭和橋通４-２６ 052-653-0276
津島市 (有)ヨシダヤ津島店 津島市神守町中ノ折２５ 0567-22-3705 ヤスヤ 名古屋市港区稲永1-8-20 052-381-1819

かがみ屋 名古屋市港区名港2-11-14 052-652-1315 ㈱ディライト 名古屋市中村区稲葉地本通　３－３３ 052-411-2689
㈱Ｍフィールド中村屋 北名古屋市西之保字深坪１ 0568-23-9081 (有)水口酒店 名古屋市中村区郷前町２－３７ 052-451-9474
カネセイ酒店（ｴｽﾎﾟｱかねせい） 北名古屋市九之坪天下地１８ 0568-22-8307 （資）いづみや守山店 名古屋市守山区小幡　２―１―６ 052-791-6794 盛田屋商店 名古屋市中村区上米野町　２―２７ 052-451-5505

かどや 名古屋市守山区小幡宮の腰　３―２４ 052-791-8753 (有)さかつ屋 名古屋市中村区則武　２－２３－５ 052-451-5372
安城市 志賀酒店 安城市里町柿田３番地４ 0566-97-9029 (有)マサヤ米店 名古屋市守山区小幡中３丁目　２７番４１号 052-791-8083 竹地酒店 名古屋市中村区大日町２－１８ 052-471-3670

(有)大善 名古屋市守山区松坂町７０ 052-791-8840 (有)柴田商事 名古屋市中村区名駅　３―９―１８ 052-565-1867
㈱田島屋本店 一宮市大江３－６－８ 0586-72-3385 (有)米勝商店 名古屋市守山区小幡中1-14-2 052-791-6245 ㈱林屋 名古屋市中村区名駅２－３９－３ 052-571-8281
㈱林屋 一宮市緑2-3-10 0586-73-8848 （資）石田商店 名古屋市守山区小幡中3-9-11 052-791-2350 ㈱おかだや 名古屋市中村区名駅4-16-19 052-571-1431
（有）酒のオオギヤ 一宮市時之島字下垂17-1 0586-51-3365 中部酒類販売㈱ 名古屋市守山区長栄13-16 052-793-2816

大津屋守山店 名古屋市守山区幸心3-1001 052-794-0249 (有)大升屋 名古屋市天白区　横町７０４ 052-802-3175
稲沢市 ㈲リカーショップはら 稲沢市小沢三丁目７番２３号 0587-23-5404 （有）東龍 名古屋市守山区瀬古東3-1603 052-793-3682 角天酒店 名古屋市天白区山郷町9 052-801-9201

知多新商店 名古屋市天白区野並1-21 052-895-8161
犬山市 （資）江口屋 犬山市大字東古券　１３４－２ 0568-61-0084 太田屋酒店 名古屋市昭和区元宮町２－１７ 052-751-6452 (有)加賀屋酒店 名古屋市天白区植田1-1803 052-801-6232

（資）泉万商店 名古屋市昭和区広見町　６－６２ 052-841-3783 井桁屋植田店 名古屋市天白区植田西1-518 052-802-3661
伊東酒屋本店 春日井市旭町１－１１ 0568-36-1920 ㈱三祐 名古屋市昭和区川名本町　４－６０ 052-751-1215 リカーひさの 名古屋市天白区福池3-18 052-895-6644
右高酒店 春日井市押沢台３丁目２－１ 0568-92-0810 （資）知多繁 名古屋市昭和区池端町１－１８ 052-841-1253 ﾔﾏﾅｶﾌﾗﾝﾃ八事店 名古屋市天白区八事石坂501-1 052-837-5155
橘屋酒店 春日井市牛山町　２９１－９ 0568-31-9209 五斗屋酒店 名古屋市昭和区白金　１－１７－３ 052-881-4180 FM原店 名古屋市天白区原3-2230-6 052-806-5064
永井酒店 春日井市坂下町　７－７６０－１０８７ 0568-88-5011 酒のつぼい 名古屋市昭和区塩付通2-13 052-751-9908
カサハラ酒店 春日井市東野町１０丁目１４－６ 0568-81-6315 大沢酒店 名古屋市昭和区鶴舞3-21-11 052-731-4539 みのや北村酒店 名古屋市東区矢田１丁目５－３３ 052-722-0308

鈴彦酒店 名古屋市昭和区明月町3-27 052-841-0320 かわせ酒店 名古屋市東区砂田橋2-1 S-6号 052-722-2853
小河屋酒店 小牧市小松寺　１１１８－３６７ 0568-72-6028 （資）馬初商店 名古屋市昭和区石仏町1-92 052-841-0955 瀬口商店 名古屋市東区古出来1-5-8 052-711-5230
サカエヤ食品店 小牧市大字南外山１７１ 0568-76-2456 ㈱佐野屋 名古屋市昭和区御器所通3-4-1 052-841-3529
小牧酒販協同組合 小牧市中央１丁目１７８ 0568-77-4871 ㈱京枝屋酒店 名古屋市南区観音町　３－３７ 052-691-0047
酒のよしや 小牧市常普請3-32-2 0568-71-4884 仲屋商店（資） 名古屋市瑞穂区下坂町　２－４４ 052-881-1176 ㈱山忠商店 名古屋市南区観音町１－７ 052-691-6667
（有）スーパー江口 小牧市大字岩崎字山浦1500 0568-77-1043 ㈱野田商店 名古屋市瑞穂区下坂町　４－４１ 052-881-6392 なごや菊の世酒店 名古屋市南区駈上一丁目４－２７ 052-821-2628

㈱松井商店 名古屋市瑞穂区津賀田町　２－４１ 052-841-3145 下村商店 名古屋市南区三吉町４―２６ 052-611-3675
下林酒店 知立市新池３丁目２０番地 0566-82-4460 あつみ酒店 名古屋市瑞穂区八勝通　２ー４ー２ 052-831-2910 伊藤商店 名古屋市南区松城町１－１５ 052-811-0480
(有)　東屋 知立市新池３丁目６８番地 0566-81-1463 早川酒店 名古屋市瑞穂区柳ケ枝町　１－３９ 052-881-0142 (有)徳屋食品店 名古屋市南区鶴里町　２－２６－１ 052-821-4800

㈱山重商店 名古屋市瑞穂区陽明町　１―７―１ 052-831-4811 (有)酒のワタナベ 名古屋市南区堤起町　２－１５０ 052-611-5865
岸田酒店 東海市加木屋町小家ノ脇　５－２１７ 0562-34-9708 ㈱豊善 名古屋市南区内田橋１－６－１ 052-691-0008
グランツ東海店 東海市中央町４－３５ 0562-32-9145 伊藤商店 名古屋市西区新福寺町１－３ 052-522-9281 ㈱モグフーズ 名古屋市南区内田橋２丁目　２６－２　トスカ１Ｆ 052-692-8281
相葉酒店 東海市富木島町伏見二丁目　４番地３１ 052-601-1234 サンラクカワイ 名古屋市西区中小田井　５－７８ 052-502-1711 イケヤ酒店 名古屋市南区明円町　１５４－１ 052-811-2094

㈱中村屋 名古屋市西区上名古屋2-1-4 052-521-2609 （資）籾山商店 名古屋市南区道徳新町6-65 052-691-1611
㈲リカーショップいとう 日進市梅森町西後　８８７の１ 052-801-5210 横井屋酒店 名古屋市西区栄生3-6010 052-551-6814 （資）佐藤松男商店 名古屋市南区桜本町16 052-821-8791
㈱きらや本店 日進市梅森町北田面　６９９－５ 052-801-5246 酒の長蔵 名古屋市西区城西4-26-18 052-531-2350 （有）平野商店 名古屋市南区鳥栖1-1-4 052-811-4609
いづみ屋 日進市東山5-1201 0561-72-3736 森酒店 名古屋市南区明円町17 052-811-3029

光屋 名古屋市千種区萱場　２－１３－１８ 052-711-1578 美濃和酒店 名古屋市南区大同町4-1 052-611-1854
尾張旭市 仲屋酒店 尾張旭市大塚町２－１－１２ 052-773-5325 丸又商店 名古屋市千種区京命　１―８―７ 052-771-1605 ㈱阪彦商店 名古屋市南区柴田本通5-12 052-611-0068

岡田屋 名古屋市千種区鏡ケ池通　１―２８ 052-751-0762
加藤酒店 豊田市元城町３丁目３４番地 0565-32-1762 ㈱堀清商店 名古屋市千種区高見　２－１３－１６ 052-751-0020 小出酒店 名古屋市熱田区旗屋　２－１０―２２ 052-671-2433
㈱菊屋 豊田市寿町４丁目５－２ 0565-28-4664 ㈱三川屋 名古屋市千種区今池　１丁目２０番１号 052-731-0582 (有)小松屋本店 名古屋市熱田区五本松町１２－７ 052-671-0336

青山商店 名古屋市千種区春岡　２－５－３２ 052-751-8353 柏屋酒店 名古屋市熱田区新尾頭　１―６―１２ 052-682-4633
豊明市 ㈱イレブンマート 豊明市二村台　２－１９－１９ 0562-92-8728 吉田米穀店 名古屋市千種区千種１－４－３ 052-731-5144 (有)ハヤシ 名古屋市熱田区新尾頭三丁目　４－４５ 052-682-3755

青木酒店 名古屋市千種区大久手町　６―１０ 052-731-2290 笠原酒店 名古屋市熱田区切戸町２－１４１ 052-671-0071
冨田屋 江南市天王町駒野25 0587-55-2502 秋貞商店 名古屋市千種区仲田　２―１２―２２ 052-751-0681 ㈱古川商店 名古屋市熱田区大瀬子町１０２２ 052-682-2259
(有)ヤマセ酒店 江南市後飛保町神明野164 0587-57-3800 ＦＭ田代本通店 名古屋市千種区田代本通２－８ 052-751-4572 小松屋酒店 名古屋市熱田区大宝　３―７―１６ 052-671-1998

アーサ今池内山店 名古屋市千種区内山　２丁目１６－２０ 052-744-0400 イヅ万商店 名古屋市熱田区伝馬二丁目　１０―１ 052-671-8512
知多市 酒のミズノ 知多市清水が丘1-1805 0562-32-9200 加賀屋竹越店 名古屋市千種区竹越1-15-22 052-722-1866 ㈱平松敏夫商店 名古屋市熱田区波寄町９－１１ 052-881-5891

㈱柴正商店 名古屋市千種区今池　１-2-6 052-731-0339 （資）山田屋 名古屋市熱田区内田町505 052-671-0083
岩倉市 酒のハマヤ 岩倉市大市場町順喜８６番地 0587-66-6611 (有)オオタケ 名古屋市千種区春岡1-34-18 052-751-1492 （資）苅谷酒店 名古屋市熱田区玉の井町8-16 052-681-8881

FM千種香流橋店 名古屋市千種区香流橋2-5-12 052-777-3561
東浦町 (有)ちとせ屋 知多郡東浦町大字森岡字田面32-2 0562-83-7218 ﾔﾏﾅｶﾌﾗﾝﾃ覚王山店 名古屋市千種区丘上町1-39 052-752-7201 水谷酒店 名古屋市北区上飯田北町２－３０ 052-981-9252

岩田商店 名古屋市北区城東町二丁目　４６―２ 052-981-9693
長久手市 （有）才谷屋酒販 長久手市氏神前608 0561-61-4583 スピリッツ 名古屋市中区栄３丁目１３番６号 052-251-0050 (有)萬久 名古屋市北区大曽根　１－２５－４ 052-991-2687

松坂屋　名古屋栄店 名古屋市中区栄３丁目１６－１ 052-264-3712 (有)ゴーショップ 名古屋市北区八代町１－１０ 052-912-2222
浪漫酒創庫あつみ 岡崎市明大寺町字野畔18-8 0564-51-5406 山崎酒店 名古屋市中区錦　３－１７－２９ 052-951-1190 （資）神守屋 名古屋市北区田幡2-15-15 052-981-0613
みとや山畔店 岡崎市鴨田町山畔1-241 0564-24-3108 河田屋 名古屋市中区新栄三丁目３４－１６　２-１０６ 052-241-0361 おのよし酒店 名古屋市北区楠5-605 052-901-2379

㈱徳屋酒店 名古屋市中区金山5-2-38 052-871-1211 ㈱佐野屋 名古屋市北区大曽根3-13-13 052-991-8175
泉屋商店 名古屋市中区金山2-13-12 052-321-0321 ㈱三河屋商事 名古屋市北区上飯田北町1-77 052-981-7246
（名）美濃佐商店 名古屋市中区橘1-19-5 052-321-1668
信濃屋 名古屋市中区栄5-16-11 052-261-6009 リカー＆フードシバタ 名古屋市名東区貴船二丁目　１１０１番地 052-701-0855
㈱イケダヤ商店 名古屋市中区栄4-20-16 052-251-0621 ㈱八木商店 名古屋市名東区社台　３－１６７ 052-771-1609
さくら屋酒店 名古屋市中区平和2-7-13 052-321-3679 高木酒店 名古屋市名東区神月町５０１ 052-771-1023
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ金山５丁目店 名古屋市中区金山5-2-38 052-871-1212 株式会社ヤマケンビル 名古屋市名東区上社3-1002 052-701-0002

酒主人 SAKE ARUJI 名古屋市名東区上菅2-201 052-776-1661
旭屋 名古屋市緑区汐見ケ丘１―２０ 052-892-3626 ＦＭ上社駅前店 名古屋市名東区上社1-612 052-772-6206
（有）木下酒店 名古屋市緑区曽根1-20 052-621-0262 (有)ホリイチ 名古屋市名東区平和が丘５－４５ 052-774-2301
お酒の横吹屋 名古屋市緑区横吹町1801 052-876-1762 ㈱豊年屋 名古屋市名東区引山2-110 052-771-1036
藤田屋 名古屋市緑区六田1-146-3 052-622-8021 ㈱名豊　豊年屋酒店 名古屋市名東区山の手3-109 052-771-0707
いしはら酒店 名古屋市緑区鳴海町字神ノ倉3-38 052-876-5701
山本商店 名古屋市緑区大将ヶ根1-2701 052-623-5578
ﾘｶｰｽﾃｰｼｮﾝ徳成 名古屋市緑区滝の水５－２１０５ 052-895-3014
知多弘酒店 名古屋市緑区鳴子町３－１ 052-895-6709

「あいち銘酔会」加盟店リスト　　地区別　　　　　　　　　　　2016年10月15日 現在　　　　　　※敬称略・地区、販売店様名は順不同です。
地区地区

瀬戸

港区
中川区

中村区

北名古屋市

一宮市

天白区

昭和区

東区

名東区

瑞穂区

西区

守山区

緑区

中区

　 在庫していない場合、お取り寄せに少々お時間をいただく事がありますが、全ての商品の取り扱いが出来ます。

※ご入用のお酒に関しましては、お住まいのエリアの加盟店様に、お気軽にお問合せ下さい。

名古屋市内　 １４０件

合計       　１８３件

千種区

郡 部　 　       ４３件

南区

熱田区

北区

江南市

岡崎市

豊田市

春日井市

小牧市

知立市

東海市

日進市


