
平成27年10月05日現在

所　　　在　　　地 ＴＥＬ

ABCクラフト　あべのキューズモール店 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1　 キューズモールQ-301 06-6649-5151

ABCクラフト　枚方店 大阪府枚方市岡東町18-20　枚方店3階～5階 072-845-2410

PLANT ▲全店取扱いではありません。お手数をお掛け致しますが、お近くの店舗にご確認願います。 -

アグロガーデン神戸駒ヶ林店 兵庫県神戸市長田区南駒栄町1-7 078-646-4455

アグロ加古川野口店 兵庫県加古川市野口町良野844-1 079-422-2828

アグロ京口店 兵庫県姫路市城東町野田1-15 079-222-0380

アグロ佐用店 兵庫県佐用郡佐用町円応寺86 0790-82-2001

アグロ飾西店 兵庫県姫路市飾西261 079-267-6201

アグロ新山崎店 兵庫県宍粟市山崎町三津字茶ノ木田294-1 0790-62-2434

アグロ新赤穂店 兵庫県赤穂市中広2 0791-46-4700

アグロ神戸星陵台店 兵庫県神戸市垂水区星陵台4丁目4-31 078-786-6611

アグロ太子店 兵庫県揖保郡太子町老原市川原39 079-276-0018

アグロ砥掘店 兵庫県姫路市砥堀733 079-264-8500

アグロ姫路店 兵庫県姫路市飾磨区細江2405番地 079-233-5656

アグロ福崎店 兵庫県神崎郡福崎町西田原210-2 0790-22-7688

アグロ網干店 兵庫県姫路市網干区北新在家34 079-273-0220

アグロ龍野店 兵庫県たつの市龍野町富永字田井屋畑1005-64 0791-63-3226

アップル　長岡 京都府長岡京市長岡２丁目１番３９号 075-952-5258

アップル山科 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91番地　ラクト山科内　１階 075-583-4193

アップル洛西 京都府京都市西京区大原野東境谷町2-5-8　ラクセーヌ内　１階 075-333-0383

イシダ㈱ 京都市下京区四条西洞院東入 075-221-1992

イズミヤ ▲全店取扱いではありません。お手数をお掛け致しますが、お近くの店舗にご確認願います。 -

イトーヨーカドー明石店 明石市二見町西二見駅前1-18 078-941-5111

イトーヨーカドーあべの店 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 06-6643-1111

イトーヨーカドーアリオ内八尾店 八尾市光町2丁目3番 072-995-9111

イトーヨーカドー鳳店 堺市西区鳳南町3丁199番地12 072-274-4111

イトーヨーカドー加古川店 加古川市別府町緑町2 079-435-3131

イトーヨーカドー甲子園店 西宮市甲子園八番町1-100 0798-81-6111

イトーヨーカドー津久野店 堺市西区下田町20-1 072-266-7700

イトーヨーカドー奈良店 奈良市二条大路南1-3-1 0742-36-7111

イトーヨーカドー東大阪店 東大阪市吉田下島1-1 072-961-1511

イトーヨーカドー広畑店 姫路市広畑区夢前町1-1 079-238-5050

イトーヨーカドー六地蔵店 宇治市六地蔵奈良町６７－１ 0774-33-8811

ウェルシア関西㈱（旧：㈱イレブン） ▲全店取扱いではありません。お手数をお掛け致しますが、お近くの店舗にご確認願います。 -

大阪サンセイ ▲全店取扱いではありません。お手数をお掛け致しますが、お近くの店舗にご確認願います。 -

大塚屋　江坂店 大阪府吹田市豊津町13－38 06-6369-1236 

カドタ手芸店 兵庫県加古郡稲美六分一1178-110-3 0794-92-2389

(有)キタムラ　 京都府宇治市 0774-21-2673

京都精華大学　購買部 京都市左京区 075-702-5131

京都造形芸術大学　ADストア 京都市左京区 075-791-9120

京都大学　時計台生協ショップ 京都市左京区 075-753-7630

京都大学　吉田ショップ 京都市左京区　 075-752-1587

京都府庁　生活協同組合 京都市上京区 075-451-6976

京都府立医科大学　生活協同組合 京都市上京区 075-251-5952

京都府立大学　生活協同組合 京都市左京区 075-723-7263

近鉄上本町店　７階ホビー 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄百貨店上本町店　７階 06-6775-3827

近鉄橿原店　５階ホビー 奈良県橿原市北八木町3-65-11 0744-25-5431

クラフト館 奈良県五條市五條3-1-23 0747-22-6278

滋賀県

クラフトハートトーカイ　近江八幡店 滋賀県近江八幡市堀上町154-1 0748-31-2044

クラフトハートトーカイ　西武大津店 滋賀県大津市におの浜2-3-1　西武大津2F 077-521-3880

クラフトハートトーカイ　西友長浜楽市店 滋賀県長浜市八幡東町9-1　西友長浜楽市店２F 0749-65-5282

クラフトハートトーカイ　瀬田店 滋賀県大津市大将軍3-19-10 077-547-5815

クラフトハートトーカイ　彦根店 滋賀県彦根市西今町934-1 0749-21-2853

クラフトハートトーカイ　水口店 滋賀県甲賀市水口町本綾野566-1　アル・プラザ水口１F 0748-65-6670

クラフトハートトーカイ　守山店 滋賀県守山市播磨田町3040 077-581-2708

京都府

クラフトハートトーカイ　アル・プラザ亀岡店 京都府亀岡市篠町野条上又11-1　アル・プラザ亀岡2F 0771-23-6001

クラフトパーク　イズミヤ大久保店 京都府城陽市平川室木85　イズミヤ大久保店3F 0774-56-5175

クラフトハートトーカイ　イズミヤ長岡店 京都府長岡京市開田4-7-1　イズミヤ長岡店2F 075-958-2710

クラフトハートトーカイ　醍醐店 京都府京都市伏見区醍醐高畑町1-37　アル・プラザ醍醐3F 075-575-1431

クラフトパーク　西京極店 京都府京都市右京区西京極町ノ坪町24　ノア・インドアステージ京都西1F 075-314-3215

クラフトハートトーカイ　ミップル宮津店 京都府宮津市浜町3012　宮津シーサイドマートミップル3F 0772-22-6080

クラフトハートトーカイ　らぽーる東舞鶴店 京都府舞鶴市南浜町27-5　らぽーる東舞鶴店3F 0773-66-2766

大阪府

クラフトハートトーカイ　赤穂店 兵庫県赤穂市長池町88 0791-46-2056

あ行

店　　　　舗　（五十音順）

「ボンド 裁ほう上手」取扱い店舗一覧（関西地区）

量販店



クラフトハートトーカイ　和泉店 大阪府和泉市和気町1-30-37 0725-40-3064

クラフトハートトーカイ　コーナン東大阪菱江店 大阪府東大阪市中野南1-71　ホームセンターコーナン東大阪菱江店2F 072-961-1003

クラフトパーク　堺タカシマヤ店 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通59　堺タカシマヤ5F 072-223-7207

クラフトハートトーカイ　新金岡店 大阪府堺市北区長曽根町3056-4 072-240-3080

クラフトハートトーカイ　西武八尾店 大阪府八尾市光町2-60　西武八尾店3F 072-996-5560

クラフトハートトーカイ　ダイエー池田駅前店 大阪府池田市満寿美町2-2　ダイエー池田駅前店西館2F 072-753-6651

クラフトハートトーカイ　ダイエーおおとり店 大阪府堺市西区鳳東町7-733　ダイエーおおとり店2F 072-273-5848

クラフトハートトーカイ　ダイエー光明池店 大阪府和泉市室堂町841-1　ダイエー光明池店3F 0725-56-8680

クラフトパーク　高槻オーロラモール店 大阪府高槻市白梅町4-1　高槻オーロラモール4F 072-681-6506

クラフトハートトーカイ　枚方招提店 大阪府枚方市西招提町2235-1 072-856-3431

クラフトハートトーカイ　フレンドタウン深江橋店 大阪府大阪市城東区永田3-2-6　フレンドタウン深江橋2F 06-6969-5788

クラフトパーク　ベルマージュ堺店 大阪府堺市堺区田出井町1　ベルマージュ堺3F 072-221-3222

クラフトハートトーカイ　みのおキューズモール店 大阪府箕面市西宿1-17-22　みのおキューズモールEAST1-2F 072-729-1125

兵庫県

クラフトハートトーカイ　網干店 兵庫県姫路市網干区新在家2088-13 079-271-2216

クラフトハートトーカイ　イオン尼崎店 兵庫県尼崎市次屋3-13-18　イオン尼崎店2F 06-6497-0477

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー明石店 兵庫県明石市双美町西二見駅前1-18　イトーヨーカドー明石店1F 078-944-3253

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー甲子園店 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100　イトーヨーカドー甲子園店2F 0798-48-9522

クラフトハートトーカイ　宝塚店 兵庫県宝塚市中筋8-21-28 0797-82-2732

クラフトパーク　姫路店 兵庫県姫路市飾磨区中島1200　ラ・ムー姫路南店内 079-233-3151

クラフトハートトーカイ　御影クラッセ店 兵庫県神戸市東灘区御影中町3-2-1　御影クラッセ2F 078-843-3151

奈良県

クラフトハートトーカイ　イオンタウン天理店 奈良県天理市東井戸堂町381　イオンタウン天理内 0743-69-5310

クラフトハートトーカイ　エコール・マミ店 奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-1　エコール・マミ北館2F 0745-55-9231

クラフトハートトーカイ　田原本店 奈良県磯城郡田原本町阪手644-1 0744-32-0037

クラフトハートトーカイ　大和郡山店 奈良県大和郡山市田中町517　ユーホーム大和郡山店1F 0743-54-5662

コープ　大久保 明石市大久保町大窪字横山2545-8 078-934-2201

コープ　北口食彩館 西宮市北口町1番2号136 0798-65-1101

コープ　志染 三木市志染町西自由が丘1丁目166番地 0794-85-4561

コープ　園田 尼崎市東園田町4丁目104－１ 06-6491-0281

コープ　高砂 高砂市松陽1丁目10番43号 079-447-3251

コープ　宝塚 宝塚市中州1丁目1番1号 0797-71-6881

コープ　立花 尼崎市立花町1丁目15番20号 06-6427-6000

コープ　龍野 たつの市龍野町島田10番地の1 0791-62-0015

コープ　西明石 明石市西明石北町1丁目2番1号 078-928-4131

コープ　姫路田寺 姫路市田寺3丁目3番11号 079-293-9600

コープ　兵庫 神戸市兵庫区駅南通5丁目1番2-100号 078-682-1301

コープ　深江 神戸市東灘区深江北町3丁目9番15号 078-441-0731

コープ　安倉 宝塚市安倉南4丁目38番1号 0797-87-1500

コープ　横尾 神戸市須磨区横尾1丁目5番地（リファーレ横尾） 078-743-4501

コープデイズ　相生 相生市旭3丁目7番6号 0791-27-2295

コープデイズ　神戸西 神戸市西区池上3丁目3番1号 078-974-3939

コープリビング　甲南 神戸市東灘区甲南町2丁目1-20 078-412-2001

五島糸店 徳島県徳島市問屋町４７ 088-622-8595

手芸のワキタ 奈良県橿原市木原町222-1　コープみみなし前 0744-25-7880

兵庫県

手芸の丸十 加古川本店 兵庫県加古川市加古川町中津554 0794-23-8866

手芸の丸十 西脇店 兵庫県西脇市上野東谷124 0795-23-1220

手芸の丸十 藤原台店 兵庫県神戸市北区藤原台中町1丁目 ｴｺｰﾙﾘﾗ4F 078-987-1155

手芸の丸十 三田店 兵庫県三田市弥生ヶ丘1丁目ﾌﾛｰﾗﾀｳﾝﾌﾛｰﾗ88 0795-64-6290

手芸の丸十 西神店 兵庫県神戸市西区糀台5丁目ﾌﾟﾚﾝﾃｨ専門店1番館 3F 078-992-0600

手芸の丸十 二見店 兵庫県明石市二見町西二見字野乃東 078-941-5550

手芸の丸十 洲本店 兵庫県洲本市塩屋1-8ｼﾞｬｽｺﾏﾘﾝｼﾃｨ 洲本1F 0799-23-2116

手芸の丸十 山崎店 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下10 0790-63-0563

手芸の丸十 北町店 兵庫県神戸市北区日の峰 2丁目6-1 078-583-6300

手芸の丸十 津名店 兵庫県淡路市志筑新島10-3 ｱﾙｸﾘｵ3F 0799-62-6537

手芸の丸十 西宮店 兵庫県西宮市池田町11-1ﾌﾚﾝﾃ西宮3F 0798-32-8635

手芸の丸十 姫路店 兵庫県姫路市神子岡前3-12-17 ｻﾞ･ﾓｰﾙ姫路4F 0792-95-5440

手芸の丸十 明石店 兵庫県明石市東仲ﾉ町6番1ｱｽﾋﾟｱ明石北館2階 078-915-5307

手芸の丸十 柏原店 兵庫県丹波市柏原町母坪314 0795-72-2065

手芸の丸十 社店 兵庫県加東市社町社1126-1ｼﾞｬｽｺ社店2F 0795-42-9550

手芸の丸十 西神ﾊﾟﾙﾃｨ店 兵庫県神戸市西区美賀多台9丁目2-2ﾊﾟﾙﾃｨ 078-997-7744

手芸の丸十豊岡店 兵庫県豊岡市加広町7ｺ-ﾌﾟﾃﾞｲｽﾞ豊岡 2F 0796-24-6024

手芸の丸十 川西店 兵庫県川西市小花1-1-10川西能勢口駅高架下 0727-59-1600

手芸の丸十 芦屋店 兵庫県芦屋市船戸町1番29号ﾓﾝﾃﾒｰﾙ西館3階 0797-35-7755

手芸の丸十 逆瀬川店 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目13-1 0797-77-5511

手芸の丸十 西宮北店 兵庫県西宮市北口町ｱｸﾀ西宮東館1階 0798-64-8227

手芸の丸十 ﾆｯｹﾊﾟｰｸ店 兵庫県加古川市加古川町寺家町173-1ｺｰﾌﾟﾆｯｹﾊﾟｰｸﾀｳﾝ内 0794-23-7100

手芸の丸十 相生店 兵庫県相生市旭3丁目7-6ｺｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾞ相生1F 0791-23-1236

手芸の丸十 大久保店 兵庫県明石市魚住町金ヶ崎63-1ｲｵﾝ大久保西SC内 078-934-2212

手芸の丸十 垂水桃山台店 兵庫県神戸市垂水区名谷町字小川2569番地6ｺﾘｰﾅ内 078-753-3330

か行



手芸の丸十 阪急伊丹店 兵庫県伊丹市中央1-1-1伊丹ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ3F 072-782-3435

手芸の丸十 別府店 兵庫県加古川市別府町緑町2番地ｸﾞﾘｰﾝﾓｰﾙ本館3F 079-436-4321

手芸の丸十 加西北条店 兵庫県加西市北条町北条308-1ｲｵﾝ加西北条1F 0790-43-0719

手芸の丸十 大丸須磨店 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-4大丸須磨店4階 078-795-3021

手芸の丸十 姫路花田店 兵庫県姫路市花田町上原田196-1ﾌﾚｯﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ内 079-253-6533

手芸の丸十 東急ﾌﾟﾗｻﾞ新長田店 兵庫県神戸市長田区若松町5-5-1 2階 区画番号205 078-641-9009

手芸の丸十 姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨｰ店 兵庫県姫路市飾磨区細江2560ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨｰ3階 079-234-5599

大阪府

手芸の丸十 北千里店 大阪府吹田市古江台4丁目119 ﾃﾞｨｵｽ3番館 06-6835-6639

手芸の丸十 山田店 大阪府吹田市山田西4丁目1番2号ｰ205 06-6834-2833

手芸の丸十 上新庄店 大阪府大阪市東淀川区大隈1丁目6番12号ｼｰｵﾝﾌﾟﾗｻﾞ内 06-6320-2006

手芸の丸十 貝塚店 大阪府貝塚市小瀬91-1ﾕﾆﾁｶ･ｵｰｸﾀｳﾝ内1F 072-439-0585

手芸の丸十 ｱﾘｵ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3丁目199-12ｱﾘｵ鳳2F 072-271-5331

手芸の丸十 茨木店 大阪府茨木市上郡2丁目12番8号ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ茨木2F 072-641-8115

手芸の丸十 東大阪店 大阪府東大阪市西岩田2丁目3-25ﾆﾄﾘﾓｰﾙ東大阪2階 06-6618-2970

手芸の丸十 中もず店 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁428-2ｺｰﾅﾝ中もず店2階 072-255-5206

手芸の丸十 河内長野店 大阪府河内長野市本町24-1ﾉﾊﾞﾃｨながの3階 0721-55-6778

手芸の丸十 住道店 大阪府大東市赤井1-4-1ﾎﾟｯﾌﾟﾀｳﾝ住道ｵﾍﾟﾗﾊﾟｰｸ東館2階 072-871-7227

手芸の丸十 吹田店 大阪府吹田市朝日町2-101ﾀﾞｲｴｰ吹田店 2階 06-6317-3511

手芸の丸十 柏原八尾店 大阪府柏原市本郷5丁目969番地 1階 072-920-2811

手芸の丸十 都島店 大阪市都島区友淵町2-13-34ﾍﾞﾙﾌｧ都島SC3階 06-6927-0166

京都府

手芸の丸十 桂店 京都市西京区桂野里17桂東阪急ﾋﾞﾙ ﾐｭｰ阪急桂 4F 075-394-7411

手芸の丸十 福知山店 京都府福知山市字天田木村前190-6さとう駅前店3階 0773-22-6633

手芸の丸十 宇治東店 京都府宇治市菟道平野28番地の1ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ宇治東3F 0774-33-7518

手芸の丸十 城陽店 京都府城陽市富野荒見田ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ城陽3階 0774-56-0601

滋賀県

手芸の丸十 守山店 滋賀県守山市播磨田町185-1ﾓﾘｰﾌﾞ2階 077-581-8098

手芸の丸十 大津ﾊﾟﾙｺ店 滋賀県大津市打出浜14-30 大津ﾊﾟﾙｺ1階 077-524-0488

兵庫県

手芸センタードリーム　神戸西店 兵庫県神戸市西区竜が岡1-21-1　カナート　ユー・ハウス1階 078-969-1720

手芸センタードリーム　舞多聞店 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東2-1-45　ブルメール舞多聞2F 078-787-3360

手芸センタードリーム　六甲店 兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-2　ｻｻﾞﾝﾓｰﾙｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ2F 078-858-5067

手芸センタードリーム　つかしん店 兵庫県尼崎市塚口本町４丁目8-1　つかしん　にしまち2F 06-4961-5223

手芸センタードリーム　西宮店 兵庫県西宮市深津町２－２８　ナフコ ツー・ワンスタイル西宮店４Ｆ 0798-69-2350

手芸センタードリーム　イオンタウン姫路店 兵庫県姫路市延末435-3　イオンタウン姫路2F 079-280-5355

大阪府

手芸センタードリーム　ベアーズ大日店 大阪府門真市向島町3丁目35-1　ベアーズB棟1F 06-6991-9623

手芸センタードリーム　泉北店 大阪府堺市南区三原台４－３９　エディオン泉北店隣 072-290-6777

手芸センタードリーム　エコール和泉中央店 大阪府和泉市いぶき野5丁目1-14　エコール・いずみ東館3F 0725-55-0612

手芸センタードリーム　りんくう店 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番地　りんくうシークル2Ｆ 072-458-2766

京都府

手芸センタードリーム　イオンモールKYOTO店 京都府京都市南区西九条鳥居口町1-14300　イオンモールKYOTO 4F 075-644-9112

手芸センタードリーム　MOMOテラス京都店 京都市伏見区桃山町山ノ下32　ＭＯＭＯテラス別館1Ｆ 075-605-3220

手芸センタードリーム　ムサシ京都八幡店 京都府八幡市欽明台北3-1　ホームセンタームサシ京都八幡店2階 075-748-9113

手芸センタードリーム　精華店 京都府相楽郡精華町精華台9-2-4 　アピタタウンけいはんな西館2Ｆ 0774-98-3847

奈良県

手芸センタードリーム　生駒店 奈良県生駒市谷田町1600　近鉄百貨店生駒店6F 0743-70-8710

手芸センタードリーム　奈良店 奈良県奈良市柏木町480-1　ケーズデンキ奈良本店2F 0742-32-5710

和歌山県

手芸センタードリーム　和歌山店 和歌山県和歌山市納定１０４　コーナン2F 073-435-0300

滋賀県

手芸センタードリーム　大津一里山店 滋賀県大津市一里山7丁目1-1　フォレオ大津一里山2F 077-514-8617

新文具館 京都府舞鶴市　 0773-77-0088

清美手芸店（今村） 京都市西京区桂坤町１番地 075-381-6634

㈱正美堂本店 京都市伏見区 075-601-5235

タイム ●全店で取り扱っております。 -

太陽堂印彰館 滋賀県守山市 077-582-1458

ダルマヤ 兵庫県姫路市二階町76番地 0792-22-1433

手毬屋　堅田店 滋賀県大津市本堅田５丁目２０番１０号　平和堂アルプラザ堅田　３階 077-574-5531

手毬屋　サピエ 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台１丁目2-1　日生中央サピエ内　１階　 0727-66-5677

手毬屋　鈴蘭店 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町6-1-43　ダイエー鈴蘭店内　１階 078-594-7813

手毬屋　彦根 滋賀県彦根市長曽根南町472-2　パリヤ内　１階 0749-24-2468

手毬屋　舞子 兵庫県神戸市垂水区舞子台６丁目２０番１７号　ダイエー舞子店内　１階 078-783-1224

天龍堂嵐山 京都市右京区 075-871-0235

ドラッグゆたか ▲全店取扱いではありません。お手数をお掛け致しますが、お近くの店舗にご確認願います。 -

ナンバ　三木店 兵庫県三木市末広３丁目19-23 0794-82-7811

ナンバ　山崎店 兵庫県宍粟市山崎町中井173-1 0790-63-2100

ナンバ　福崎店 兵庫県神崎郡福崎町西田原1837-1 0790-22-1811

㈱西村新 京都市中京区 075-841-2106

日本鈕釦貿易㈱ 大阪市中央区南久宝寺町１丁目９番７号 06-6271-7087

な行

さ行

た行



ノムラテーラー ●全店で取扱っております。 -

パルス ▲全店取扱いではありません。お手数をお掛け致しますが、お近くの店舗にご確認願います。 -

滋賀県

パンドラハウス　イオン　近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3-7 0748-38-0330

パンドラハウス　イオン　草津店 滋賀県草津市新浜町300番地 077-599-6000

パンドラハウス　イオン　長浜店 滋賀県長浜市山階町271-1 0749-68-5500

パンドラハウス　イオン　西大津店 滋賀県大津市皇子が丘3-11-1 077-528-5700

京都府

パンドラハウス　イオン　亀岡店 京都府亀岡市古世町西内坪101番地 0771-22-3113

パンドラハウス　イオン　京都西店 京都市右京区山ノ内池尻町1-1 075-311-3881

パンドラハウス　イオン　久御山店 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 075-633-0842

パンドラハウス　イオン　高の原店 京都府木津川市相楽(さがなか)台1丁目1番1 0774-75-1700

パンドラハウス　イオン　福知山店 京都府福知山市岩井79-8 0773-25-3400

パンドラハウス　イオン　伏見店 京都市伏見区御堂前町616 075-611-7181

パンドラハウス　イオン　向日町店 京都府向日市寺戸町小佃14 075-921-9181

パンドラハウス　イオン　洛南店 京都市南区吉祥院御池町31 075-692-4560

大阪府

パンドラハウス　イオン　和泉府中店 大阪府和泉市肥子町2-2-1 0725-41-1430

パンドラハウス　イオン　茨木店 大阪府茨木市松ケ本町8番30号-3 072-645-3333

パンドラハウス　イオン　大阪ドームシティ店 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1 06-6584-1500

パンドラハウス　イオン　貝塚店 大阪府貝塚市地蔵堂74-2 072-430-1501

パンドラハウス　イオン　喜連瓜破駅前店 大阪府大阪市平野区瓜破2-1-13 06-6760-1777

パンドラハウス　イオン　鴻池店 大阪府東大阪市鴻池町1-1-72 06-6746-2221

パンドラハウス　イオン　金剛東店 大阪府富田林市向陽台3-1-1 0721-28-1110

パンドラハウス　イオン　堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 072-257-6100

パンドラハウス　イオン　新茨木店 大阪府茨木市中津町18-1 072-632-5511

パンドラハウス　イオン　新金岡店 大阪府堺市北区新金岡町4-1-11 072-252-5121

パンドラハウス　イオン　大日店 大阪府守口市大日東町1-18 06-4252-3900

パンドラハウス　イオン　高槻店 大阪府高槻市萩之庄3-47-2 072-669-5551

パンドラハウス　イオン　鶴見緑地店 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 06-4257-3322

パンドラハウス　イオン　寝屋川店 大阪府寝屋川市緑町5-8 072-834-4111

パンドラハウス　イオン　野田阪神店 大阪市福島区海老江1-1-23 06-6457-6300

パンドラハウス　イオン　東岸和田店 大阪府岸和田市土生町2-32-7 072-438-2301

パンドラハウス　イオン　日根野店 大阪府泉佐野市日根野2496-1 072-468-1300

パンドラハウス　イオン　布施駅前店 大阪府東大阪市長堂1-8-37 06-6785-6555

パンドラハウス　イオン　南千里店 大阪府吹田市千里山西6-56-1 06-6337-2111

パンドラハウス　イオン　りんくう泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 072-480-6300

兵庫県

パンドラハウス　イオン　明石店 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り3-3-1 078-934-2881

パンドラハウス　イオン　赤穂店 兵庫県赤穗市中広字別所55-3 0791-43-6911

パンドラハウス　イオン　伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 072-787-0500

パンドラハウス　イオン　伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻4丁目1番地1 072-773-6900

パンドラハウス　イオン　猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1 072-765-1111

パンドラハウス　イオン　小野店 兵庫県小野市王子町868-1 0794-63-5121

パンドラハウス　イオン　加古川店 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1 079-425-4121

パンドラハウス　イオン　加西北条店 兵庫県加西市北条町北条308-1 0790-45-3500

パンドラハウス　イオン　神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 078-983-3500

パンドラハウス　イオン　三田ウッディタウン店 兵庫県三田市けやき台1-6-2 079-564-8800

パンドラハウス　イオン　ジェームス山店 兵庫県神戸市垂水区青山台7-7-1 078-753-8666

パンドラハウス　イオン　高砂店 兵庫県高砂市緑丘2-1-40 079-444-2700

パンドラハウス　イオン　垂水店 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町1-1 078-704-3800

パンドラハウス　イオン　西神戸店 兵庫県神戸市西区王塚台7-131-1 078-921-2121

パンドラハウス　イオン　姫路店 兵庫県姫路市増位本町2-12-10 079-224-2121

パンドラハウス　イオン　姫路大津店 兵庫県姫路市大津区大津町2-5 079-230-6810

パンドラハウス　イオン　姫路リバーシティ店 兵庫県姫路市飾磨区細江2560 079-231-2210

パンドラハウス　イオン　三木店 兵庫県三木市大村字砂163 0794-83-3155

パンドラハウス　イオン　南淡路店 兵庫県南あわじ市賀集八幡北378-1 0799-50-2050

パンドラハウス　イオン　和田山店 兵庫県朝来市和田山町牧田岡774 079-670-2600

奈良県

パンドラハウス　イオン　橿原店 奈良県橿原市曲川町7-20-1 0744-25-8700

パンドラハウス　イオン　五條店 奈良県五條市今井2-150 0747-22-0271

パンドラハウス　イオン　桜井店 奈良県桜井市上之庄278-1 0744-44-1000

パンドラハウス　イオン　登美ヶ丘店 奈良県生駒市鹿畑町3027 0743-70-0001

パンドラハウス　イオン　奈良店 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 0742-33-7001

パンドラハウス　イオン　西大和店 奈良県北葛城郡河合町中山台2-7 0745-32-6421

パンドラハウス　イオン　大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741 0743-54-7111

和歌山県

パンドラハウス　イオン　新宮店 和歌山県新宮市橋本2-14-23 0735-28-3111

パンドラハウス　イオン　和歌山店 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地 073-456-2700

パンドラハウス　イオンモール 和歌山店 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地 073-456-2700

ピコット手芸 京都府京都市伏見区深草枯木町34 075-642-1187

は行



(有)フジヰ手芸 滋賀県八日市市本町１３—７ 07482-3-2468

(有)富士商会 兵庫県神戸市中央区雲井通5町目3-1　中央区役所北側サンパルビル　1階 078-221-7178

プルミエール・プーペ 京都府京都市右京区常盤窪町19-2　 075-861-6868

文具の三協堂　千里中央店 大阪府豊中市新千里東町１丁目３　せんちゅうパル内 06-6832-9515

文平堂 滋賀県東近江市 0748-55-3535

ホープ事務販売 大阪府大阪市中央区備後町３丁目４−８ 06-6202-1615

本のがんこ堂　FC石山店 滋賀県大津市平津１丁目６－２０ 077-537-1866

本のがんこ堂　アクア店 滋賀県近江八幡市鷹飼町179　アクア21　3階 0748-38-5671

本のがんこ堂　石部店 滋賀県湖南市石部東６丁目１－７ 0748-76-2520

本のがんこ堂　石山駅前店 大津市粟津町３番２号 ＪＲ石山駅ＮＫビル　２階 077-533-7717

本のがんこ堂　近江八幡駅前店 滋賀県近江八幡市鷹飼町５７７ 0748-36-8228

本のがんこ堂　唐崎店 滋賀県大津市唐崎1丁目1-80 077-577-2414

本のがんこ堂　彦根駅前店 滋賀県彦根市大東町３番１号　近江鉄道ビル　１階 0749-22-5607

本のがんこ堂　守山店 滋賀県守山市古高町福田３９３－１９ 077-582-7560

本のがんこ堂　野洲店 滋賀県野洲市栄５－３ 077-586-3226

まるぜん書店 京都府京丹後市 0772-72-5454

水嶋書房　フォレオひらかた店 大阪府枚方市高野道1-20-10 072-868-2800

みつわ ▲全店取扱いではありません。お手数をお掛け致しますが、お近くの店舗にご確認願います。 -

㈱ミナミイアビス店舗 滋賀県東近江市 0748-23-3735

㈱安田文具店 兵庫県西宮市馬場町4-20 0798-22-1819

㈱山口忠兵衛商店 京都市下京区松原通り東洞院通東入る本燈籠町２０ 075-361-5231

ユザワヤ　梅田店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3　阪急三番街　北館地下1階 06-6374-2233

ユザワヤ　川西店 兵庫県川西市栄町25-1　アステ川西　地下1F 072-757-4141

ユザワヤ　京都店 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町590番2　京都ヨドバシビル地下2階 075-365-4141

ユザワヤ　くずは店 大阪府枚方市楠葉花園町10-85　くずはモール　南館1F 072-864-0660

ユザワヤ　神戸店 兵庫県神戸市中央区三宮町1-3-26 078-393-4141

ユザワヤ　心斎橋店  大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1　大丸心斎橋店　北館12F 06-6244-4141

ユザワヤ　高槻店 大阪府高槻市紺屋町2-1　松坂屋　高槻店4F 072-683-4141

ユザワヤ　姫路店 兵庫県姫路市二階町55　ヤマトヤシキ姫路店5F 079-287-4141

吉田屋 京都市西京区 075-381-6063

ライフ ▲全店取扱いではありません。お手数をお掛け致しますが、お近くの店舗にご確認願います。 -

リトルジョイ　木津川店 京都府木津川市州見台１丁目１番地　ガーデンモール木津川　１階 0774-75-1119

カインズホーム彦根店  滋賀県彦根市馬場二丁目 1-1 0749-26-1000

カインズホーム甲賀店  滋賀県甲賀市水口町泉 1405 0748-63-8000

カインズホーム高槻店  大阪府高槻市大塚町1丁目9-3 072-670-2000

カインズホーム東大阪店  大阪府東大阪市稲田三島町 3-88 06-4309-1000

カインズホーム木津川店  京都府木津川市州見台　1丁目１番地　１ 0774-72-2000

カインズホーム奈良二名店  奈良県奈良市二名3丁目1080番 0742-53-0333

カインズホーム神戸ひよどり台店  兵庫県神戸市北区ひよどり台南町１丁目 15-145 078-742-2222

カインズホーム神戸西神南店  兵庫県神戸市西区井吹台西町 １丁目 １番 078-990-1188

カインズホーム神戸垂水店  兵庫県神戸市垂水区下畑町 字 岩原 1423-1 078-751-7888

カインズホーム神戸深江浜店  兵庫県神戸市東灘区深江浜町　59-5 078-436-1100

滋賀県

コメリパワー水口店 滋賀県甲賀市水口町水口5914番地 0748-65-4975

奈良県

コメリパワー田原本店 奈良県磯城郡田原本町十六面102-1 0744-34-1130

和歌山県

コメリ田辺店 和歌山県田辺市文里1-8-16 0739-23-2311

コメリパワー岩出店 和歌山県岩出市岡田205番地1 0736-69-1550

コメリパワー和歌山インター店 和歌山県和歌山市小豆島院田53-1 073-464-3115

滋賀県

コーナン　草津店 滋賀県草津市木川町３８９番地 077-569-5236

京都府

コーナン　宝ｹ池1号館店 京都府京都市左京区岩倉南四ﾉ坪町53 075-723-7914

コーナン　宝ケ池上高野店 京都府京都市左京区上高野車地町125番地 075-706-6657

コーナン　伏見大手筋店 京都府京都市伏見区横大路三栖大黒町8番地1 075-623-3445

コーナン　亀岡大井店 京都府亀岡市大井町北金岐柿木原4番地1 0771-22-7571

コーナン　向日町大原野店 京都府京都市西京区大原野上里南ノ町546番地１ 075-335-4757

コーナン　六地蔵店 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下１９番地６ 075-605-7157

コーナン　八幡一ノ坪店 京都府八幡市八幡一ノ坪１３３番地 075-972-5257

コーナン　西陣上七軒店 京都府京都市上京区今小路通七本松西入末之口町999番地 075-467-8557

コーナン　木津店 京都府相楽郡木津町大字市坂小字宮ノ内１９番地 0774-71-8057

コーナン　京田辺店 京都府京田辺市興戸町田２８番地 0774-64-8557

コーナン　くいな橋店 京都府京都市伏見区竹田中島町５番地 075-646-2270

コーナン　精華台店 京都府相楽郡精華町精華台６丁目２ 0774-98-3520

コーナン　ＪＲ宇治駅北店 京都府宇治市宇治樋ノ尻７９番地の１ 0774-28-3360

コーナン　亀岡篠店 京都府亀岡市篠町野条井ホラ9番地1 0771-29-6703

ま行

や行

ら行
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コーナン　福知山店 京都府福知山市駅前町352番 0773-24-5212

コーナン　かどの四条外大前店 京都府京都市右京区山ノ内苗町32番地１ 075-325-5539

コーナン　久御山南店 京都府久世郡久御山町佐山籾池23番地 0774-41-3070

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ福知山荒河店 京都府福知山市荒河東町149 0773-25-0157

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ宮津店 京都府宮津市字宮村三輪１０８５－１ 0772-20-1130

大阪府

コーナン　泉北店 大阪府堺市南区岩室157番地 072-235-8830

コーナン　第二阪和鳳店 大阪府堺市西区浜寺南町3丁6番地2 072-265-0082

コーナン　羽曳野店 大阪府羽曳野市誉田5-473 0729-54-1281

コーナン　金岡蔵前店 大阪府堺市北区南花田町258-2 072-255-6451

コーナン　茨木店 大阪府茨木市沢良宜西4丁目8-18 072-633-0868

コーナン　リックス店 大阪府八尾市高美町4丁目3番11号 0729-93-1773

コーナン　泉大津店 大阪府泉大津市千原町2丁目23 0725-33-3211

コーナン　狭山店 大阪府大阪狭山市東ぐみの木1丁目775-1 072-368-2161

コーナン　生野店 大阪府大阪市生野区巽西4丁目5-49番地 06-6752-8827

コーナン　富田林店 大阪府富田林市甲田3丁目12番1号 0721-24-1157

コーナン　岸和田三田店 大阪府岸和田市三田町231-1 0724-41-2257

コーナン　大野芝店 大阪府堺市大野芝町141番地 072-239-5257

コーナン　長吉長原店 大阪府大阪市平野区長吉出戸8丁目5番22号 06-6704-0337

コーナン　高槻店 大阪府高槻市芝生町4丁目5番4号 072-677-2957

コーナン　高石富木店 大阪府高石市取石7丁目1-64 072-274-6854

コーナン　八尾楠根店 大阪府八尾市楠根町3丁目50番地の2 0729-98-9980

コーナン　羽曳野伊賀店 大阪府羽曳野市伊賀4丁目2番19号 0729-39-6655

コーナン　門真殿島店 大阪府門真市殿島町10番3号 06-6907-7210

コーナン　外環八尾山本店 大阪府八尾市郡川1丁目21-2 0729-43-5401

コーナン　中環蛍池店 大阪府豊中市清風荘1丁目6番2号 06-6857-1157

コーナン　南植松店 大阪府八尾市南植松町1丁目10番1 0729-94-9657

コーナン　茨木安威店 大阪府茨木市南安威1丁目3番33号 072-641-7257

コーナン　松原市役所前店 大阪府松原市三宅西1丁目313番地1 072-333-6657

コーナン　寝屋川仁和寺店 大阪府寝屋川市仁和寺町20番11号 072-827-4057

コーナン　豊中夕日丘店 大阪府豊中市夕日丘1丁目4番1号 06-6845-0057

コーナン　千里山田店 大阪府吹田市山田北7番1号 06-6875-8157

コーナン　都島店 大阪府大阪市都島区内代町2丁目5番27号 06-6955-5857

コーナン　吹田ｲﾝﾀｰ青葉丘店 大阪府吹田市青葉丘南14番１号 06-6816-2357

コーナン　東三国店 大阪府大阪市淀川区東三国三丁目9番56号 06-6398-5057

コーナン　平野瓜破店 大阪府大阪市平野区瓜破四丁目２番８号 06-6797-1857

コーナン　東大阪菱江店 大阪府東大阪市中野南1番71号 0729-60-6057

コーナン　南津守店 大阪府大阪市西成区南津守六丁目1番75号 06-6655-3757

コーナン　和泉中央店 大阪府和泉市室堂町110番地 0725-50-2557

コーナン　茄子作南店 大阪府枚方市茄子作南町260番地１ 072-860-2357

コーナン　内環放出東店 大阪府大阪市鶴見区放出東一丁目１番１２号 06-6964-7757

コーナン　東淀川菅原店 大阪府大阪市東淀川区菅原二丁目２番114号 06-4809-8957

コーナン　りんくう羽倉崎店 大阪府泉南郡田尻町大字嘉祥寺605番地の1 0724-90-3257

コーナン　関目店 大阪市大阪市城東区関目一丁目4番1号 06-6786-6657

コーナン　門真大橋店 大阪府門真市大橋町27番35号 072-887-0957

コーナン　御幣島店 大阪府大阪市西淀川区御幣島２丁目11番35号 06-4808-3257

コーナン　福島大開店 大阪府大阪市福島区大開４丁目１番７８号 06-4804-1157

コーナン　布施駅前店 大阪府東大阪市長堂３丁目６番３５号 06-6618-3857

コーナン　枚方野村店 大阪府枚方市野村北町１１番１号 072-897-5557

コーナン　弁天町店 大阪府大阪市港区弁天１丁目２番２４号 06-6599-1657

コーナン　堺三国ケ丘店 大阪府堺市百舌鳥梅北町１丁２５番地の１ 072-250-3757

コーナン　高槻上牧店 大阪府高槻市上牧南駅前町１２５番地 072-660-4057

コーナン　箕面今宮店 大阪府箕面市石丸１丁目３番６号 072-749-5011

コーナン　片町店 大阪府大阪市都島区網島町７番２４号 06-6135-0601

コーナン　大正千島店 大阪府大阪市大正区千島１丁目２３番115号 06-6556-0610

コーナン　寝屋川昭栄店 大阪府寝屋川市昭栄町１８番２０号 072-811-3660

コーナン　天王寺店 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南１丁目３番１０号 06-6625-4180

コーナン　高槻城西店 大阪府高槻市城西町６-２８ 072-662-5950

コーナン　平野加美北店 大阪府大阪市平野区加美北５丁目６番４０号 06-4303-7400

コーナン　東寝屋川店 大阪府寝屋川市打上中町9-5 072-812-1071

コーナン　JR今宮駅前店 大阪府大阪市浪速区浪速東三丁目１番２０号 06-4392-8033

コーナン　フレスポ東大阪稲田店 東大阪市稲田新町3丁目9番64号 0667488930

コーナン　外環新石切店 大阪府東大阪市弥生町16番12号 0729-83-7555

コーナン　新大阪センイシティー店 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号 06-6399-1320

コーナン　摂津鳥飼西店 大阪府摂津市鳥飼西5丁目5番5号 072-650-1051

コーナン　西九条春日出店 大阪府大阪市此花区西九条7丁目1番7号 06-6460-6561

コーナン　中もず店 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁428番地2 072-253-6644

コーナン　岸和田ベイサイド店 大阪府岸和田市港緑町5番5号 072430-5701

コーナン　貝塚東山店 大阪府貝塚市東山4丁3番1号 072-421-1011

コーナン　箕面萱野店 大阪府箕面市萱野5丁目5番8号（1号館） 072-726-5192

コーナン　堺店 大阪府堺市堺区石津北町90番地3 072-244-8865

か行



コーナン　豊中島江店 大阪府豊中市島江町1丁目3番22号 06-6331-2750

コーナン　泉北2号小代店 大阪府堺市南区小代74番地 072-284-1900

コーナン　高槻富田丘店 大阪府高槻市富田丘町13番9号 072-696-7200

コーナン　大東御領店 大阪府大東市御領一丁目10番60号 072-806-3331

コーナン　吹田吹東店 大阪府吹田市吹東町65番1号 06-6318-1123

コーナン羽曳野西浦店 大阪府羽曳野市西浦1547番地 072-950-0880

コーナンPRO東淀川菅原 大阪府大阪市東淀川区菅原二丁目２番105号 06-6990-7031

コーナンPRO寝屋川仁和寺 大阪府寝屋川市仁和寺町20番11号 072-827-4032

コーナンPRO豊中庄本店 大阪府豊中市庄本4丁目4番３０号 06-6335-3313
コーナンPRO松原市役所前店 大阪府松原市田井城２丁目２５６番地１号 072-339-5222
コーナンPRO東大阪菱江店 大阪府大阪市菱江4丁目8番26号 072-968-2333

兵庫県

コーナン　玉津ｲﾝﾀｰ店 兵庫県神戸市西区玉津町居住172 078-921-5657

コーナン　伊丹店 兵庫県伊丹市鴻池7丁目3番14号 072-779-7002

コーナン　川西西多田店 兵庫県川西市西多田2丁目19-25 072-792-8979

コーナン　今宿店 兵庫県姫路市東今宿1丁目2-1 0792-95-8957

コーナン　灘大石川店 兵庫県神戸市灘区下河原通5丁目1-8 078-805-2411

コーナン　魚崎店 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町4丁目3番16号 078-411-2057

コーナン　谷上駅前店 兵庫県神戸市北区谷上西町6番28号 078-582-5657

コーナン　ジェ－ムス山店 兵庫県神戸市垂水区青山台7丁目6番2号 078-753-1457

コーナン　ハーバーランド店 兵庫県神戸市中央区弁天町１番３号 078-367-3057

コーナン　藤原台店 兵庫県神戸市北区藤原台北町６丁目18番29号 078-984-3757

コーナン　魚住店 兵庫県明石市魚住町清水423 078-949-1957

コーナン　川西久代店 兵庫県川西市久代６丁目１番５号　 072-756-8057

コーナン　武庫川店 兵庫県西宮市池開町２番２８号 0798-42-6957

コーナン　氷上ゆめタウン店 兵庫県丹波市氷上町本郷３００番地 0795-80-4144

コーナン　養父店 兵庫県養父市上箇スワ田153番地１ 079-663-4368

コーナン　尼崎道意町店 兵庫県尼崎市道意町 ７丁目１番 06-6430-6330

コーナン　洲本店 兵庫県洲本市下加茂２丁目２番６２号 0799-25-0621

コーナン　杭瀬店 兵庫県尼崎市梶ヶ島１９-１ 06-6483-5337

コーナン　ＪＲ中山寺駅前店 兵庫県宝塚市中筋５丁目１０番２７号 0797-82-1901

コーナン　名谷店 兵庫県神戸市垂水区名谷町字向井畑３４８７－２ 078-797-7507

コーナン　西宮今津店 兵庫県西宮市今津港町１番２６号 0798-38-0261

コーナン　篠山店 兵庫県篠山市池上421番地 079-554-3520

コーナン　小束山店 兵庫県神戸市垂水区多聞町８６８番地の９３９ 078-797-8525

コーナン　西宮今津2号館店 兵庫県西宮市今津出在家町10-68 0798-38-2232

コーナン　加西店 兵庫県加西市北条町北条110番地の1 0790-43-9552

コーナン　新三田店 兵庫県三田市すずかけ台3丁目1番地 079-565-9310

コーナン　川西平野店 兵庫県川西市平野3丁目23番7号 072-790-1056

コーナン　兵庫松原通店　生活館店 兵庫県神戸市兵庫区明和通3丁目2番16号 078-685-0567

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ津名店 兵庫県淡路市志筑新島３番地の５ 0799-60-2201

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ淡路東浦店 兵庫県淡路市久留麻2068番地の1 0799-75-2470

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ夢前店 兵庫県飾磨郡夢前町菅生澗４５７番地 07933-7-2466

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ和田山店 兵庫県朝来市和田山町桑原５１３番１ 079-670-3230

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ山南店 兵庫県丹波市山南町奥１７５番１ 0795-70-0400

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ中町店 兵庫県多可郡中町天田１８８番地 0795-30-2250

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ東条店 兵庫県加東郡東条町岩屋１９７番地の１ 0795-40-8558

奈良県

コーナン　大和郡山店 奈良県大和郡山市小泉町字桐ﾉ内2262-2 0743-52-8502

コーナン　王寺店 奈良県北葛城郡王寺町元町2丁目2835番 0745-32-5311

コーナン　三条大路店 奈良県奈良市三条大路2丁目3番21号 0742-36-8157

コーナン　生駒店 奈良県生駒市俵口町759番地 0743-73-8657

コーナン　学園前登美ｹ丘店 奈良県奈良市中登美ケ丘３丁目１番地 0742-40-5157

コーナン　大和高田店 奈良県大和高田市大字市場560番地の１ 0745-24-5257

コーナン　橿原香久山店 奈良県橿原市膳夫町５３２番地の１ 0744-21-7657

コーナン　香芝旭ケ丘店 奈良県香芝市上中８０９番地１ 0745-71-5028

コーナン　吉野大淀店 奈良県吉野郡大淀町大字土田２２８番地１ 0747-54-3521

コーナン　大和郡山筒井店 奈良県大和郡山市筒井町531-6 0743-23-1510

コーナン　大和高田池尻店 奈良県大和高田市大字池尻159番地1 0745-21-0005

コーナン　安堵店 奈良県生駒市安堵町大字岡崎316番地の1 0743-59-5320

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ五條二見店 奈良県五條市二見２丁目７-１１ 07472-6-6333

和歌山県

コーナン　和歌山店 和歌山県和歌山市南片原２丁目１番地 073-435-0157

コーナン　田辺店 和歌山県田辺市下万呂748 0739-25-1800

コーナン　岩出店 和歌山県那賀郡岩出町中島715 0736-63-0007

コーナン和歌山西浜店 和歌山県和歌山市西浜900番地の4 073-446-7880

コーナンPRO田辺店 和歌山県田辺市下万呂754番地の1 073-981-1007

コーナンPRO岩出店 和歌山県岩出市中島746番地1 0736-63-3655

コーナン　御坊インター店 和歌山県御坊市野口字堤５７８－１ 0738-32-3055

コーナン　海南店 和歌山県海南市日方１２９４番地の１０ 073-484-3651

コーナン　和歌山中之島店 和歌山県和歌山市納定１０４番地 073-402-0350



コーナン　箕島店 和歌山県有田市箕島101番地2 0737-85-3130

コーナン　和歌山西浜店 和歌山県和歌山市西浜900番地4 073-446-7880

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ粉河店 和歌山県紀の川市粉河937番地 0736-73-2980

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ上富田店 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田2350番地の１ 0739-83-2857

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ印南店 和歌山県日高郡印南町大字印南1969番地の3 0738-42-7085

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ白浜店 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2396番２ 0739-82-1231

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ勝浦店 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地　1181-441 0735-52-8060

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ串本店 和歌山県東牟婁郡串本町串本2300-1 0735-69-1055

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ南部店 和歌山県日高郡みなべ町気佐藤173-27 0739-84-3160

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ吉備店 和歌山県有田郡吉備町大字徳田１１９２番地 0737-53-1811

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸかつらぎ店 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字佐野８３３番１ 0736-23-3715

コーナン　ﾎｰﾑｽﾄｯｸ本宮店 和歌山県田辺市本宮町本宮２８０番地５ 0735-42-8201

島忠ホームズ南津守店 大阪府大阪市西成区南津守1-6-41 06-6661-1212

島忠ホームズ寝屋川店 大阪府寝屋川市日新町3-15 072-826-8686

島忠ホームズ鶴見店 大阪府大阪市鶴見区鶴見5-3-38 06-6786-1511

島忠ホームズ尼崎店 兵庫県尼崎市下坂部3-1-36 06-4960-4585

大阪府

DCMダイキ茨木店 大阪府茨木市東太田１－６－１０ 072-626-6055

DCMダイキ貝塚店 大阪府貝塚市石才２１７番地 072-423-5711

DCMダイキ岸和田店 大阪府岸和田市磯上町４丁目６－１５ 072-438-4786

DCMダイキ岸和田東店 大阪府岸和田市下松町１－３－５ 072-433-0066

DCMダイキ阿武山店 大阪府高槻市奈佐原２丁目１１番 072-697-3120

DCMダイキ堺東店 大阪府堺市堺区南清水町２丁３番１１号 072-229-3166

DCMダイキ堺インター店 大阪府堺市西区太平寺７１１番１ 072-295-5008

DCMダイキ大美野店 大阪府堺市東区大美野１６７番地 072-239-6871

DCMダイキ堺美原店 大阪府堺市美原区青南台２－１６－３３ 072-363-1717

DCMダイキ江坂店 大阪府吹田市芳野町１３－８５ 06-6337-7001

DCMダイキ泉南店 大阪府泉南市樽井２丁目２５番地３号 072-483-7040

DCMダイキなんば店 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号マルイト難波ビル 06-4300-3080

DCMダイキ豊中店 大阪府豊中市庄内幸町５－１４－２３ 06-6333-3786

DCMダイキ和泉中央店 大阪府和泉市いぶき野５丁目６番１７号 0725-56-6411

京都府

DCMダイキ宇治東店 京都府宇治市菟道平町４２－２ 0774-38-0701

DCMダイキ京田辺店 京都府京田辺市草内大東４７－１ 0774-64-8620

奈良県

DCMダイキ橿原店 奈良県橿原市四分町３０８－１ 0744-25-8822

DCMダイキ大淀西店 奈良県吉野郡大淀町下渕６４２ 0747-53-2311

DCMダイキ真美ヶ丘店 奈良県香芝市真美ヶ丘６－１０ 0745-78-6801

DCMダイキ南生駒店 奈良県生駒市小瀬町８８ 0743-76-1188

DCMダイキ新庄高田店 奈良県大和高田市曽大根１８１ 0745-24-3939

DCMダイキ天理店 奈良県天理市三昧田町１７－１ 0743-67-7070

DCMダイキ富雄南店 奈良県奈良市石木町77番地 0742-53-1030

DCMダイキ広陵店 奈良県北葛城郡広陵町大字笠２８１－１ 0745-54-2800

兵庫県

DCMダイキ稲美店 兵庫県加古郡稲美町国岡１－１０６ 079-496-6333

DCMダイキ加古川パークタウン店 兵庫県加古川市加古川町寺家町２６９番地１ 079-454-0700

DCMダイキ石守店 兵庫県加古川市神野町石守字整理４６７－１ 079-423-7788

DCMダイキ別府店 兵庫県加古川市別府町石町１番 079-436-5001

DCMダイキ高砂店 兵庫県高砂市梅井５丁目５番２５号 079-446-8880

DCMダイキ三田店 兵庫県三田市けやき台１丁目７番 079-553-5566

DCMダイキ三木広野店 兵庫県三木市志染町広野１－８０－１ 0794-87-7373

DCMダイキ三木青山店 兵庫県三木市志染町青山６丁目１５－２ 0794-87-2006

DCMダイキ西神戸店 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和７００ 078-974-3311

DCMダイキ大開店 兵庫県神戸市兵庫区水木通７－１－１０ 078-576-8201

DCMダイキ神戸北町店 兵庫県神戸市北区日の峰２丁目１２番６号 078-581-6222

DCMダイキ日生中央店 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台１－１－２ 072-765-0202

DCMダイキ相生店 兵庫県相生市那波南本町７－２２ 0791-24-3031

DCMダイキ淡路南店 兵庫県南あわじ市市小井８０－１ 0799-42-7210

DCMダイキ姫路山吹店 兵庫県姫路市山吹１丁目１０番４５号 079-291-5001

DCMダイキ宝塚店 兵庫県宝塚市安倉西４丁目２番４３号 0797-83-6200

DCMダイキ魚住店 兵庫県明石市魚住町長坂寺辻ヶ内２８４ 078-946-7710

DCMダイキ明石店 兵庫県明石市茶園場町１番２０号 078-914-1177

和歌山県

DCMダイキ海南店 和歌山県海南市幡川７７ 073-484-2701

DCMダイキ紀の川井阪店 和歌山県紀の川市下井阪６０２－１ 0736-77-2820

DCMダイキ橋本店 和歌山県橋本市北馬場７－９ 0736-39-3070

DCMダイキ新宮店 和歌山県新宮市下田２－２－１８ 0735-21-1300

DCMダイキ和歌山北バイパス店 和歌山県和歌山市平井１６３－１ 073-456-0180

スーパービバホーム寝屋川店 大阪府寝屋川市寝屋南二丁目２２番１号 072-880-1011

スーパービバホーム大阪ドームシティ店 大阪府大阪市西区千代崎3丁目南2番66号 06-6585-1711

スーパービバホーム東大阪店 大阪府東大阪市西岩田２丁目３番２５号 『ニトリモール東大阪内』 06-6618-2311

さ行

た行

は行



スーパービバホーム橿原店 奈良県橿原市忌部町172番地の1 0744-21-1071

スーパービバホーム伊丹店 兵庫県伊丹市鴻池１丁目３０４番２ 072-773-8851

滋賀県

ロイヤルホームセンター守山店 滋賀県守山市矢島町149 077-585-5531
京都府

ロイヤルホームセンター物集女店 京都府向日市物集女町北ノ口16-3 075-931-6641
ロイヤルホームセンター醍醐店 京都府京都市伏見区醍醐合場町23 075-574-2001
ロイヤルホームセンター京都横大路店 京都府京都市伏見区横大路天王前9-1 075-604-6655
奈良県

ロイヤルビックス押熊店 奈良県奈良市押熊町1051-1 0742-51-7011
ロイヤルホームセンター生駒店 奈良県生駒市谷田町８６０－１ 0743-72-2255
ロイヤルホームセンター奈良店 本館:奈良県奈良市西九条町3丁目13 0742-61-3351
大阪府

ロイヤルホームセンター枚方店 大阪府枚方市春日西町2-2-1 072-859-7311
ロイヤルホームセンター吹田店 大阪府吹田市岸部中2-4-1 06-6330-6551
ロイヤルホームセンター森ノ宮店 大阪府大阪市中央区玉造1丁目1番31号 06-6191-5666
ロイヤルホームセンター堺店 大阪府堺市中区深井北町637-2 072-270-2345
ロイヤルホームセンター岸和田店 大阪府岸和田市今木町15-1 072-441-4061
ロイヤルホームセンター河内長野店 大阪府河内長野市本多町4-33 0721-50-3111
兵庫県

ロイヤルホームセンター塚口店 兵庫県尼崎市南塚口町4丁目5-88 06-4961-7611
ロイヤルホームセンター三田店 兵庫県三田市大原213-1 079-564-5591
ロイヤルホームセンター北神戸店 兵庫県神戸市北区八多町中1030番地 078-950-2977
ロイヤルホームセンター西宮店 兵庫県西宮市大社町9-55 0798-74-6831
ロイヤルホームセンター東灘魚崎店 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目3番24号 078-846-2252
ロイヤルホームセンター伊勢谷店 兵庫県神戸市西区前開南町1丁目1-15 078-975-4451
ロイヤルホームセンター加古川店 兵庫県加古川市平岡町一色255-1 079-436-0851
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