
平成27年10月05日現在

所　　　在　　　地 ＴＥＬ

広島県

 クラフトハートトーカイフジグラン神辺店 広島県福山市神辺町新道上２−１０−  ２６フジグラン神辺２Ｆ 084-963-1770

 クラフトハートトーカイイトーヨーカドー福山店 広島県福山市入船町３−１−  ６０イトーヨーカドー福山店２Ｆ 084-927-3325

 クラフトハートトーカイフジグラン三原店 広島県三原市円一町１−１−  ７フジグラン三原１Ｆ 0848-63-4930

 クラフトハートトーカイゆめタウン吉田店  広島県安芸高田市吉田町吉田５９４−  １ゆめタウン吉田１Ｆ 0826-42-2611

 クラフトハートトーカイフジグラン安芸店 広島県安芸郡坂町北新地２−３−  ３０フジグラン安芸２Ｆ 082-885-1138

 クラフトハートトーカイゆめタウン広島店 広島県広島市南区皆実町２−８−  １７ゆめタウン広島３Ｆ 082-252-8375

 クラフトハートトーカイゆめタウン呉店 広島県呉市宝町５−  １０ゆめタウン呉店３Ｆ 0823-21-1703

 クラフトハートトーカイフジグラン高陽店 広島県広島市安佐北区亀崎１−１−  ６フジグラン高陽３Ｆ 082-843-4820

 クラフトワールドそごう広島店 広島県広島市中区基町６−  ２７そごう広島店本館９階 082-511-1240

 クラフトループアルパーク広島店 広島県広島市西区草津新町２−２６−  １アルパーク東棟３Ｆブルーサイド 082-270-3890

鳥取県

 クラフトハートトーカイ鳥取店  鳥取県鳥取市安長３９２ 0857-25-3781

 クラフトハートトーカイ倉吉店 鳥取県倉吉市清谷町２−５１ 0858-48-9085

 クラフトハートトーカイ米子店 鳥取県米子市皆生新田１−６−２６ 0859-39-0255

岡山県

 クラフトハートトーカイイトーヨーカドー岡山店 岡山県岡山市北区下石井２−１０−  ２イトーヨーカドー岡山店３Ｆ 086-227-0788

 クラフトハートトーカイ山陽マルナカマスカット店 岡山県倉敷市松島１１５４−  ２山陽マルナカマスカット店２Ｆ 086-464-5580

 クラフトハートトーカイ山陽マルナカ平福店 岡山県岡山市南区平福２−４３９−  ２山陽マルナカ平福店 086-263-3220

 クラフトハートトーカイ岡山南店 岡山県岡山市南区築港新町１−６−８ 086-902-0775

 クラフトハートトーカイ津山店  岡山県津山市院庄火ノ口９４３ 0868-28-7014

 クラフトパーク倉敷店 岡山県倉敷市四十瀬１１１−１ 086-427-8200

山口県

 クラフトハートトーカイ南岩国店 山口県岩国市尾津町２−１４−４９ 0827-31-8115

 クラフトハートトーカイＭｒＭａｘ柳井店 山口県柳井市駅南１−  １１ＭｒＭａｘ柳井ショッピングセンター内 0820-23-6186

 クラフトハートトーカイザ・モール周南店 山口県下松市中央町２１−  ３ザ・モール周南２Ｆ 0833-44-5600

 クラフトハートトーカイ徳山店 山口県周南市住吉町１−１０ 0834-27-1173

 クラフトハートトーカイゆめシティ店 山口県下関市伊倉新町３−１−  １ゆめシティ２Ｆ 083-252-3050

 クラフトハートトーカイゆめタウン長府店 山口県下関市ゆめタウン１−  １ゆめタウン長府１Ｆ 083-248-0850

 クラフトハートトーカイ山口店 山口県山口市吉敷中東２−１ー１３ 083-934-1133

 クラフトハートトーカイフジグラン宇部店 山口県宇部市明神町３−１−  １フジグラン宇部１Ｆ 0836-35-4800

 クラフトハートトーカイフジ長門店 山口県長門市仙崎字網田３２２−  ２フジ長門店２Ｆ 0837-22-8211

島根県

 クラフトハートトーカイ松江店  島根県松江市北田町２４９ 0852-32-5832

 クラフトハートトーカイ出雲店 島根県出雲市渡橋町１０３２−１ 0853-20-0630

 クラフトハートトーカイゆめタウン出雲店 島根県出雲市大塚町６５０−  １ゆめタウン出雲　本館２Ｆ 0853-23-8695

 クラフトハートトーカイゆめタウン浜田店 島根県浜田市港町２２７−  １ゆめタウン浜田２Ｆ 0855-23-3133

 クラフトハートトーカイゆめタウン益田店 島根県益田市高津７−２１−  １２ゆめタウン益田１Ｆ 0856-23-7820

広島県

手芸の丸十 三次店 広島県三次市十日市中1丁目1-10三次SC CCﾌﾟﾗｻﾞ2 0824-63-8884

手芸の丸十 東広島店 広島県東広島市西条町御薗宇4405ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ東広島2F 082-423-4633

手芸の丸十 呉店 広島県呉市宝町1-16呉駅ﾋﾞﾙ ｸﾚｽﾄ3階 0823-22-7933

鳥取県

手芸の丸十 倉吉店 鳥取県倉吉市山根557-1ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｳﾝ倉吉SC 0858-26-6677

手芸の丸十 松江店 島根県松江市黒田町427 ｷｬｽﾊﾟﾙ松江2F 0852-23-3633

手芸の丸十 ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ店 鳥取県米子市米原2丁目1番1号ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ内3F 0859-34-6222

岡山県

手芸の丸十 津山店 岡山県津山市河辺字東川原944-1ｼﾞｬｽｺ津山店 0868-21-1661

手芸の丸十 岡山津高店 岡山県岡山市北区横井上83番地3号ｲｽﾞﾐﾔ内4F 086-255-4001

広島県

手芸センタードリームリム・ふくやま店 広島県福山市西町1-1-1　RiM3F 084-959-5720

手芸センタードリーム福山蔵王店 広島県福山市南蔵王町１－５－３５ 084-932-6120

手芸センタードリームｲｵﾝﾓｰﾙ広島祗園店 広島県広島市安佐南区祗園3丁目2-1　イオンモール広島祗園101区画 082-832-3556

手芸センタードリーム五日市石内店 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内6741 082-929-4555

手芸センタードリームフォレオ広島東店 広島県広島市東区温品1丁目3-2　フォレオ広島東1F 082-847-5085

手芸センタードリームくれ広店 広島県呉市広古新開８－６－２１ 0823-76-6667

手芸センタードリーム学園店 広島県東広島市西条下見6-8-3　ゆめタウン学園店第２駐車場 082-431-6778

手芸センタードリーム高陽店 広島県広島市安佐北区深川5丁目30-38　アクロスプラザ高陽1F 082-841-3711

岡山県

手芸センタードリームラ・ムー大安寺店 岡山県岡山市北区野殿東町１－５５ 086-214-6321

手芸センタードリーム岡山本店 岡山県岡山市南区新保１１３５－８ 086-232-1330

手芸センタードリーム東岡山店 岡山県岡山市中区高屋１５８－２ 086-271-3188

手芸センタードリーム笹沖店 岡山県倉敷市吉岡２２４－２ 086-423-7544

手芸センタードリーム総社店 岡山県総社市中央5丁目9-103 0866-92-7577

山口県

手芸センタードリーム防府店 山口県防府市鐘紡町7-1　イオンタウン防府2Ｆ 0835-26-5500

手芸センタードリーム宇部店 山口県宇部市西宇部南3丁目5-8 0836-45-1333

広島県

パンドラハウス　イオン尾道店 広島県尾道市天満町17-23 0848-23-3100

パンドラハウス　イオン三原店 広島県三原市城町2-13-1 0848-62-8888

パンドラハウス　イオン広島府中店 広島県安芸郡府中町大須2丁目1-1 082-561-0500

パンドラハウス　イオン海田店 広島県安芸郡海田町南大正町3-30 082-823-1121

パンドラハウス　イオン宇品店 広島県広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100

「ボンド 裁ほう上手」取扱い店舗一覧（中国地区）

量販店
店　　　　舗　（五十音順）

か行

は行

さ行



パンドラハウス　イオン広店 広島県呉市広本町2-17-1 0823-73-0111

パンドラハウス　広島段原店 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 082-535-5706

所　　　在　　　地 ＴＥＬ

コメリ真備店 岡山県倉敷市真備町有井100-13 086-697-1285

広島県

コーナン宇品 広島県広島市南区宇品西６丁目５番３号 082-250-6030

コーナン神辺店 広島県福山市神辺町大字十九 ４番地の１９ 084-960-3177

コーナン中野東店 広島県広島市安芸区中野東7丁目28番地1号 082-820-2011

コーナン廿日市陽光台店 広島県廿日市市陽光台4丁目3-3 0829-37-1560

コーナン広島祇園 広島県広島市安佐南区祇園6丁目1番1号 082-832-5100

コーナン石内バイパス店 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内489-1 082-926-3108

鳥取県

コーナン米子河崎 鳥取県米子市河崎３２４８－１ 0859-30-0850

岡山県

コーナン倉敷北浜 岡山県倉敷市北浜町３－６ 086-435-4811

コーナン連島店 岡山県倉敷市連島町鶴新田1143番地1 086-440-0400

コーナン鴨方店 岡山県浅口市鴨方町鴨方905番地1 0865-45-9030

コーナン西大寺店 岡山県岡山市東区西大寺南一丁目2番1号 086-944-7870

コーナン高柳店 岡山県岡山市北区高柳東町13番46号 086-214-1123

コーナン岡山駅北店 岡山県岡山市北区南方一丁目1番1号 086-801-7460

山口県

コーナン小野田インター 山口県山陽小野田市東高泊７８４番地 0836-81-5031

さ行 ジュンテンドー　各店 ▲取扱いない場合はお取り寄せ可能です。

広島県

DCMダイキ海田店 広島県安芸郡海田町栄町３－１６ 082-823-1112

DCMダイキ坂店 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜２丁目１－４８ 082-886-3588

DCMダイキ焼山店 広島県呉市焼山北１丁目８番１号 0823-30-5511

DCMダイキ瀬野川店 広島県広島市安芸区中野東４丁目１－３７ 082-892-4655

DCMダイキ祇園店 広島県広島市安佐南区祇園４丁目９－３ 082-871-5588

DCMダイキ川内店 広島県広島市安佐南区川内５丁目１－２２ 082-870-5211

DCMダイキ可部店 広島県広島市安佐北区亀山２丁目２５－６ 082-819-3545

DCMダイキ楽々園店 広島県広島市佐伯区楽々園４丁目１４番１号 082-943-0131

DCMダイキ五日市店 広島県広島市佐伯区利松１丁目２番３５号 082-927-7111

DCMダイキ舟入南店 広島県広島市中区舟入南１丁目６番６号 082-297-2780

DCMダイキ宇品店 広島県広島市南区宇品海岸３丁目７－６５ 082-255-1213

DCMダイキ三原円一店 広島県三原市円一町２丁目６番１号 0848-36-6501

DCMダイキ三原店 広島県三原市頼兼１丁目１番３８号 0848-67-5566

DCMダイキ土与丸店 広島県東広島市西条土与丸五丁目６番１７号 082-493-5235

DCMダイキ北吉津店 広島県福山市北吉津町２丁目３－１８ 084-925-9155

岡山県

DCMダイキ西大寺店 岡山県岡山市東区益野町１－１ 086-944-7800

DCMダイキ岡山店 岡山県岡山市南区藤田５６０－２３６ 086-296-0303

DCMダイキ豊浜店 岡山県岡山市南区豊浜町１３番地６８号 086-902-0100

DCMダイキ津高店 岡山県岡山市北区横井上６９－１ 086-294-7030

DCMダイキ玉野店 岡山県玉野市宇野１丁目１６－１ 0863-31-4555

DCMダイキ邑久店 岡山県瀬戸内市邑久町豊安１８－１ 0869-24-2280

DCMダイキ水島店 岡山県倉敷市神田２丁目１０－３３ 086-444-0555

DCMダイキ総社東店 岡山県総社市井手字出張１１１３－１ 0866-92-7333

DCMダイキ総社西店 岡山県総社市真壁９５０－１ 0866-94-1001

山口県

DCMダイキ宇部店 山口県宇部市明神町２丁目２－１ 0836-37-1120

DCMダイキ下関店 山口県下関市東大和町２丁目１２－１２ 083-261-4466

DCMダイキ山口店 山口県山口市三和町１２－２３ 083-921-1222

DCMダイキ萩店 山口県萩市大字土原字川島沖田４２３番 0838-26-2601

DCMダイキ三田尻店 山口県防府市大字新田字切貫７２番地 0835-24-7755

タイム　各店 ●全店で取り扱っております。

岡山県

ナンバ落合店 岡山県真庭市中392-3 0867-42-4211

ナンバ河辺店 岡山県津山市国分寺25-1 0868-26-4811

ナンバ院庄店 岡山県津山市院庄927-1 0868-28-1911

ナンバ美作店 岡山県美作市楢原下1275-1 0868-72-8011

ナンバ倉敷店 岡山県倉敷市笹沖362-7 086-426-9111

ナンバ児島店 岡山県倉敷市児島駅前1-84 086-472-8911

ナンバ鴨方店 岡山県浅口市鴨方町六条院中3470-2 0865-44-1311 

ナンバ備中高松店 岡山県岡山市北区小山531 086-287-9511

ナンバ山陽店 岡山県赤磐市高屋421-1 086-955-4911 

ナンバ備前店 岡山県備前市香登西167-1 0869-66-8000 

鳥取県

ナンバ鳥取店 鳥取県鳥取市安長211-1 0857-26-4110

ナンバ鳥取東店 鳥取県鳥取市大杙202-1 0857-39-1211

島根県

ナンバ出雲ドーム前店 島根県出雲市平野町408 0853-30-7111 

広島県

西村ジョイ八木店 広島県広島市安佐南区八木2-3-40 082-873-5005

西村ジョイ大竹店 広島県大竹市晴海1-6-20 08275-7-8008

た行

ホームセンター
店　　　　舗　（五十音順）

な行

か行



山口県

西村ジョイ下松店 山口県下松市望町5-6-30 0833-41-7007

ロイヤルホームセンター築港店 岡山県岡山市南区築港元町13-28 086-265-5700

ロイヤルホームセンター矢賀店 広島県広島市東区矢賀5-1-1 082-282-1251

や行 ユーホー　各店 ●全店で取り扱っております。

広島県

ユザワヤアクア広島センター店 広島県広島市中区基町6-27アクア広島センター街　5F 082-511-1717

ユザワヤゆめタウン廿日市店  広島県廿日市市下平良2-2-1ゆめタウン廿日市　3F 0829-20-4343

手芸店

や行

ら行


