
ブラウニー  配送店舗⼀覧
東京

⾜⽴区 板橋区 ⼤⽥区 北区
ウエルシア⾜⽴新⽥店 ぱぱす⼩⾖沢店 ぱぱす下丸⼦店 ぱぱす王⼦神⾕店
ウエルシア⾜⽴⻄新井店 ぱぱす⻄台店 ぱぱす⻄⾺込店 ぱぱす王⼦本町店
ぱぱすカリブ梅島店 ぱぱす⾚塚新町店 ぱぱす駒込店
ぱぱす綾瀬店 ぱぱす⼤⼭幸町店 ぱぱす⾚⽻南⼝店
ぱぱす伊興町店 ぱぱす板橋清⽔町店 葛飾区 ぱぱす滝野川店
ぱぱす五反野駅前店 ぱぱす板橋徳丸店 ぱぱすお花茶屋店 ぱぱす浮間店
ぱぱす江北６丁⽬店 ぱぱす板橋弥⽣町店 ぱぱす奥⼾店
ぱぱす⻄新井５丁⽬店 ぱぱす四つ⽊平和橋通り店
ぱぱす⻄⽵の塚店 ぱぱす柴⼜３丁⽬店 江東区
ぱぱす島根店 江⼾川区 ぱぱす新柴⼜店 ウエルシアダイエー東⼤島店
ぱぱす梅島駅前店 ウエルシア江⼾川松本店 ぱぱす新⼩岩店 ぱぱす江東千⽯店

ぱぱす⼀之江４丁⽬店 ぱぱす⻄新⼩岩店 ぱぱす住吉店
ぱぱす江⼾川区役所前店 ぱぱす⻘⼾店 ぱぱす東砂店

荒川区 ぱぱす⼩松川店 ぱぱす東⾦町店 ぱぱす南砂町駅前店
ぱぱす京成町屋駅前店 ぱぱす瑞江駅前店 ぱぱす東四つ⽊店
ぱぱす熊野前店 ぱぱす⻄⼩岩店 ぱぱす東⽴⽯店
ぱぱす三ノ輪店 ぱぱす⻄瑞江店 ぱぱす堀切菖蒲園店 渋⾕区
ぱぱす⻄⽇暮⾥店 ぱぱす船堀店 ぱぱす広尾店
ぱぱす⻄尾久店 ぱぱす南⼩岩店
ぱぱす町屋店 ぱぱす平井駅前店
ぱぱす東⽇暮⾥LT店 ぱぱす本⼀⾊店 新宿区
ぱぱす東尾久4丁⽬店 ベルク 江⼾川臨海店 ぱぱす下落合店

ぱぱす⻄新宿店
ぱぱす⼤久保店



東京
杉並区 中央区 練⾺区
ぱぱす井荻駅前店 ぱぱす⽉島１丁⽬店 ぱぱす下⾚塚店
ぱぱす浜⽥⼭店 ぱぱす⽉島店 ぱぱす中村橋店

ぱぱす勝どき５丁⽬店 ぱぱす氷川台駅前店
ぱぱす勝どきビュータワー店 ぱぱす練⾺駅前店

墨⽥区 ぱぱす新⼈形町店 ぱぱす練⾺⽥柄店
ウエルシア墨⽥⼋広店 ぱぱす築地店
ぱぱす横川店 ぱぱす⽇本橋浜町店
ぱぱす⽯原店 ぱぱす⼋丁堀店 ⽂京区
ぱぱす東駒形店 ぱぱす明⽯町店 ぱぱす江⼾川橋店
ぱぱす墨⽥2丁⽬店 ぱぱす根津店
ぱぱす両国店 ぱぱす⼩⽯川1丁⽬店

千代⽥区 ぱぱす新江⼾川橋店
ぱぱす麹町店 ぱぱす千⽯駅前店

世⽥⾕区 ぱぱす⾕中店
ぱぱす若林店
ぱぱす世⽥⾕1丁⽬店 豊島区
ぱぱす世⽥⾕桜丘店 ぱぱす千川駅前店 港区
ぱぱす世⽥⾕中町店 ぱぱす巣鴨店 ぱぱす北⻘⼭店

ぱぱす南⻑崎店 ぱぱす千駄ヶ⾕店
ぱぱす要町駅前店

台東区
ぱぱす台東⿃越店
ぱぱす⼊⾕店 中野区

ぱぱす江古⽥店
ぱぱす新江古⽥駅前店

順不同



ブラウニー  配送店舗⼀覧
関⻄ 中国
兵庫県 広島県

⼭陽マルナカ加古川店 業務⽤⾷品スーパー⾼陽 ゆめタウン東広島 ウォンツ⼩町店 スパーク 浜⽥店
フジグラン⾼陽 ショージ⽩市駅前店 スパーク 中⼭店 フジグラン神辺
ユアーズアクロスプラザ⾼陽店 ショージ ⾼屋駅前店 ユアーズ府中店 フジ海⽥店

⼤阪府 ユアーズ⼾坂店 ショージ⽥⼝店 藤三 温品店 ユアーズekie広島店
パントリー蒲⽣店 ゆめマート⼆葉の⾥ ショージR375バイパス店 スパーク江波店 ユアーズ三筋店
パントリー都島店 ショージ⽜⽥店 ショージ⼋本松南店 ウォンツ吉島店 フジ ⼩網店

ユアーズ福⽥店 ショージ寺家駅前店 スパーク光南店 ゆめマート⼋⽊店
ゆめタウン広島 ゆめマート⼋本松店 フジグラン緑井 ゆめタウンみゆき店
業務⽤⾷品スーパー東雲 ゆめタウン福⼭ ユアーズ中筋店
ウォンツ皆実町店 フジ 庚午店 ゆめタウン祇園
スパーク御幸の杜店 ゆめマート⼰斐店 ゆめタウン安古市
フジ三篠店 スパークアルパーク店 スパーク⼤町店
ユアーズ⼗⽇市店 スパークニュー庚午店 藤三中筋店
スパーク堺町店 ウォンツ⼰斐駅前店 ゆめタウン廿⽇市
スパーク観⾳店 アルク井⼝明神店 ゆめタウン呉
ユアーズ楠⽊店 スパーク鈴が峰店 ゆめタウン蔵王
ユアーズ天満店 レクトyoume⾷品館 フジグラン安芸
ショージみどり坂 フジ井⼝店 ユアーズ東海⽥店
ユアーズ瀬野川店 アルク東千⽥町 スパーク廿⽇市店
スパーク佐⽅店 フジグラン広島 アルク廿⽇市店
フジグランナタリー フジ⽩島 フジ廿⽇市店
スパーク五⽇市駅前店 プロマート⼋丁堀店 藤三陽光台店
スパーク五⽇市店 ゆめマートサンモール ユアーズ宮内店
藤三⽚⼭店 ユアーズLIVI広島本通り店 スパーク府中店



中国 四国 四国
⼭⼝県 愛媛県 福岡県

ゆめタウン徳⼭ フジ道後店 ゆめタウン⾏橋
ゆめタウン⻑府 フジグラン松⼭店 ゆめタウン南⾏橋
ゆめシティ スーパーABC 上⼀万店 ゆめタウン筑紫野
ゆめマート下関 スーパーABC 道後南店 ゆめマート⾚間
ゆめマート下関駅 ゆめマート新宮
ゆめモール下関 ゆめマート福津
フジ 桜⾺場店 ゆめマート⻘⼭
フジ新南陽店 ゆめマート永⽝丸
ゆめタウン新南陽店 ゆめタウン博多

佐賀県
ゆめタウン佐賀
ゆめマートさが

熊本県
ゆめタウンサンピアン
ロッキー御領店
ゆめタウン はません
ゆめマート⼤江

順不同



コメット 配送店舗⼀覧
東京

⾜⽴区 世⽥⾕区

グルメシティ千住曙町店 ダイエー三軒茶屋店

板橋区

ダイエー板橋サンゼリゼ店 豊島区

ダイエー⻄台店 ピーコックストア 上池袋店
イオンスタイル板橋前野町 どらっくぱぱす駒込駅前店

渋⾕区 港区

ダイエー幡ヶ⾕店 ピーコックストア ⾼輪⿂籃坂店

ピーコックストア 恵⽐寿店 ピーコックストア 三⽥伊⽫⼦店

ピーコックストア 恵⽐寿南店 ピーコックストア グランパーク⽥町店

ピーコックストア 代官⼭店 ピーコックストア 芝浦アイランド店

新宿区 稲城市

ピーコックストア ⽬⽩店 ピーコックストア 稲城⻑沼店

ピーコックストア ⾼⽥⾺場店

墨⽥区

ダイエー⽴花団地店



中部、関⻄、中国、四国
愛知県 岡⼭県 広島県

イオン⾦⼭店 イオン倉敷店 イオンみゆき店

イオン今池店 イオンスタイル岡⼭ イオン宇品店

マックスバリュ川原店 イオンスタイル岡⼭⻘江店 イオンスタイル広島府中

マックスバリュ今池店 ⼭陽マルナカチボリ店 ⼭陽マルナカ⽩島店

マックスバリュ御器所店 ⼭陽マルナカ中庄店 イオン尾道店

マックスバリュ千代⽥店 ⼭陽マルナカ中島店
イオンナゴヤドーム前店 ⼭陽マルナカ⽼松店

⼭陽マルナカ平井店 島根県
兵庫県 ⼭陽マルナカ芳⽥店 イオンスタイル出雲

⼭陽マルナカ⽟津店 ⼭陽マルナカ倉敷駅前店

⼭陽マルナカ⽔⾕店 ⼭陽マルナカ下中野店

⼭陽マルナカ伊川⾕店 ⼭陽マルナカ⾼柳店

AEON FOOD STYLE ⻄神中央店 ⼭陽マルナカ⼤元店

KOHYO⻄神中央店 ⼭陽マルナカマスカット店

⼭陽マルナカ中井町店
⼤阪府 ⼭陽マルナカ東古松店

KOHYO難波港町店 ⼭陽マルナカ⼀宮店

マックスバリュ塩草店
マックスバリュ京橋店

KOHYO鷺洲店

KOHYOJR森ノ宮店

KOHYO上本町店

KOHYO南船場店

順不同



お買い物便 配送店舗⼀覧

兵庫県 広島県 ⼭⼝県
マックスバリュ井吹台店 マックスバリュ千⽥店 マックスバリュシーモール店
マックスバリュ東加古川店 マックスバリュ楽々園店 マックスバリュ東⼤和店
マックスバリュエクスプレス平岡店 マックスバリュ段原店 マックスバリュ宮⽥町店
マックスバリュイオンタウン姫路店 マックスバリュエクスプレス広島駅北⼝店 マックスバリュ⼩⽉店
マックスバリュ安室店 マックスバリュエクスプレス⼤州店 マックスバリュ⻑府店
マックスバリュ宮⻄店 マックスバリュ⽜⽥店 マックスバリュ上⽥中店
マックスバリュ書写店 マックスバリュ⾼陽店
マックスバリュ城の⻄店 マックスバリュエクスプレス藤垂園店
マックスバリュ城北店 マックスバリュエクスプレス⾈⼊南店
マックスバリュ町⽥店 マックスバリュエクスプレス草津南店
マックスバリュ網⼲南店 マックスバリュエクスプレス庚午店
マックスバリュ東⼭店 マックスバリュフォレオ広島東店
マックスバリュ南今宿店 マックスバリュ祇園店
マックスバリュ宮上店 マックスバリュ⾼取店
マックスバリュ伊川⾕店 マックスバリュ⽮野店
マックスバリュ茶園場店 マックスバリュ海⽥店
マックスバリュ⼤久保店 マックスバリュ⾼屋店
マックスバリュ⼤久保⻄店 マックスバリュ⻄条⻄店
マックスバリュ⻄明⽯南店

岡⼭県
ザ・ビッグ岡⼭⼀宮店

順不同



らくらく配達便 配送店舗⼀覧
静岡県
マックスバリュ三島壱町⽥店
キミサワ加茂川店
キミサワ広⼩路店
マックスバリュ函南⼤⼟肥店
マックスバリュ伊⾖⻑岡店

順不同



宅配ヒッポ便 配送店舗⼀覧

東京都
クリエイトSD江⼾川篠崎町店
クリエイトSD江⼾川本⼀⾊店

順不同



成城⽯井 配送店舗⼀覧

東京都
成城⽯井⻄⿇布店
成城⽯井⽇本橋浜町店
成城⽯井⾼⽥⾺場店
成城⽯井晴海トリトン店
成城⽯井南⻘⼭店

順不同



アッシーくん システム提供店舗⼀覧

東京都 千葉県 埼⽟県
ダイエー成増店 ダイエー浦安駅前店 マルエツ南浦和東⼝店
ダイエー⾚⽻店 ダイエー市川⼤和⽥店 マルエツ三郷中央
ダイエー豊島団地店 マルエツ⼩⾦原店 マルエツ⼤成店
ダイエー東⼤島店 マルエツ東中⼭店 マルエツ三橋店
ダイエー船堀店 マルエツ南⼋幡店 ⿂悦浦和⼤久保店
ダイエーおおじま店 マルエツ市川菅野店 マルエツ⽩鍬店
ダイエー南砂町スナモ店 マルエツ東菅野店 マルエツ佐知川店
ダイエー⼩⽯川店 マルエツ⼆和向台 マルエツ⼤宮プラザ店
ダイエー⽉島店 マルエツ鎌ヶ⾕⼤仏 マルエツ天沼店
マルエツ⼤泉学園 マルエツ⾺込沢
マルエツ南⼤泉 マルエツ⾼塚
マルエツ⽥無⻄原 マルエツ市川⼤野 奈良県
マルエツ保⾕住吉 マルエツ牧の原 KOHYO東⽣駒店

マルエツ鶴川
マルエツ⼤森町店
マルエツ梅屋敷店 神奈川県 京都府
マルエツ⼤森東店 マルエツ瀬⾕店 イオンフードスタイル⼭科椥辻店

マルエツ⻄糀⾕店 マルエツ柿⽣
マルエツ糀⾕駅前店 マルエツ⼦⺟⼝
マルエツ⼤森町店 マルエツ中原
マルエツ梅屋敷店 マルエツ平間
マルエツ⼤森東店 マルエツ港北ニュータウン中川駅前
マルエツ⻄糀⾕店 マルエツ登⼾駅前店
マルエツ糀⾕駅前店



⼤阪府 兵庫県
PEACOCK STORE 千⾥中央店 ダイエー塚⼝店
KOHYO SENRITO店 ダイエー神⼾三宮店
イオンフードスタイルＢｙダイエーくずはモール店 グルメシティ摩耶海岸通店
KOHYO泉⼤津店 ダイエー湊川店
ダイエー中もず店 KOHYO三宮店
KOHYO光明池店 グルメシティ北鳴尾店
ダイエー光明池店 グルメシティ今津店
ダイエー栂・美⽊多店 グルメシティ東芦屋店
MV駒川中野店 グルメシティ六甲アイランド店
KOHYO堺店 ダイエー甲南店

グルメシティ本⼭店
MV⿂崎店
KOHYO住吉店
KOHYO⼤⽯店
MVEX⻄宮北⼝店

順不同


