
平成27年08月07日現在

所　　　在　　　地 ＴＥＬ

㈲浅野商会 東京都板橋区常盤台4-25-12 03-3933-1894

アピタ　足利店 栃木県足利市朝倉町245 0284-72-8811

アピタ　守谷店 茨城県守谷市久保ヶ丘2-1-1 0297-45-2211

アピタ　君津店 千葉県君津市久保1-1-1 0439-54-8811

アピタ　本庄店 埼玉県本庄市南1-2-10 0495-24-7311

アピタ　高崎店 群馬県高崎市矢中町字渕ノ内668-1 027-346-1001

アピタ　館林店 群馬県館林市楠町3648-1 0276-75-3411

アピタ　笠懸店 群馬県みどり市大字阿左美1285-1 0277-77-2711

アピタ　伊勢崎東店 群馬県伊勢崎市三室町5330 0270-20-8111

アピタ　市原店 千葉県市原市青柳北1-1 0436-20-0511

アピタ　吹上店 埼玉県鴻巣市袋90-1 048-547-1771

アピタ　石下店 茨城県常総市大字本石下字松並4421-1 0297-42-1991

アピタ　岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区大字大口800 048-792-2211

アピタ　宇都宮店 栃木県宇都宮市江曽島本町22-7 028-684-2211

アピタ　木更津店 千葉県木更津市ほたる野4-2-48 0438-30-5311

アピタ　長津田店 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1 045-989-0511

アピタ　前橋店 群馬県前橋市文京町2-1-1 027-226-8811

アピタ　東松山店 埼玉県東松山市あずま町4-3 0493-31-0111

イトーヨーカドー赤羽店 北区赤羽西１－７－１ ０３－３９０５－５１１１

イトーヨーカドー昭島店 昭島市田中町５６２－１ ０４２－５４６－１４１１

イトーヨーカドー綾瀬店 足立区綾瀬３－４－２５ ０３－３６２０－２９１１

イトーヨーカドーアリオ内亀有店 葛飾区亀有３丁目４９番３号 ０３－３８３８－５１１１

イトーヨーカドーアリオ内北砂店 江東区北砂２－１７ ０３－３６４０－７１１１

イトーヨーカドーアリオ西新井店 足立区西新井栄町一丁目20番1号 03-3852-9111

イトーヨーカドー大井町店 品川区大井１丁目３番６号 ０３－３７７７－６６１１

イトーヨーカドー大森店 大田区大森北２－１３－１ ０３－５７６２－０１１１

イトーヨーカドー葛西店 江戸川区東葛西９－３－３ ０３－５６７５－１０１１

イトーヨーカドー上板橋店 板橋区常盤台４－２６－１ ０３－３９３６－４４１１

イトーヨーカドー木場店 江東区木場１－５－３０ ０３－５６０６－５２３４

イトーヨーカドー小岩店 江戸川区西小岩１－２４－１ ０３－３６７１－５１１１

イトーヨーカドー国領店 調布市国領町８－２－６４ ０３－３４３０－２１１１

イトーヨーカドー高砂店 葛飾区高砂３－１２－５ ０３－３６５９－７１７１

イトーヨーカドー綾瀬店 足立区綾瀬3-4-25 03-3620-2911

イトーヨーカドー曳舟店 墨田区京島1-2-1 03-3616-4111

イトーヨーカドー葛西店 江戸川区東葛西9-3-3 03-5675-1011

イトーヨーカドー金町店 葛飾区東金町1-10-8 03-3609-3131

イトーヨーカドー三ノ輪店 荒川区南千住1-9-1 03-3891-9261

イトーヨーカドー四つ木店 葛飾区四つ木2-21-1 03-3694-8811

イトーヨーカドー昭島店 昭島市田中町562-1 042-546-1411

イトーヨーカドー赤羽店 北区赤羽西1-7-1 03-3905-5111

イトーヨーカドー多摩センター店 多摩市落合1-44 042-374-6111

イトーヨーカドー大井町店 品川区大井1-3-6 03-3777-6611

イトーヨーカドー竹の塚店 足立区竹の塚5-17-1 03-3850-2211

イトーヨーカドー東久留米店 東久留米市本町3-8-1 042-474-3311

イトーヨーカドー東村山店 東村山市本町2-2-19 042-395-2011

イトーヨーカドー東大和店 東大和市桜が丘2-142-1 042-562-5111

イトーヨーカドー南大沢店 八王子市南大沢2-28-1 042-678-1811

イトーヨーカドー拝島店 昭島市松原町3-2-12 042-543-5511

イトーヨーカドー拝島店 東京都昭島市松原町3-2-12 042-543-5511

イトーヨーカドー八王子店 八王子市狭間町1462-1 042-662-5211

イトーヨーカドー武蔵境店 武蔵野市境南町2-2-20 0422-31-2111

イトーヨーカドー武蔵小金井店 小金井市本町6丁目14-9 042-382-1211

イトーヨーカドーアリオ内 蘇我店 千葉市中央区川崎町52番地7 043-268-7511

イトーヨーカドー我孫子店 我孫子市我孫子4-11-1 0471-85-8111

イトーヨーカドー四街道店 四街道市中央5番地 043-422-1111

イトーヨーカドー新浦安店 浦安市明海4-1-1 047-304-1211

イトーヨーカドー成田店 成田市公津の杜4-5-3 0476-27-8111

イトーヨーカドー船橋店 船橋市本町7-6-1 047-425-1511

イトーヨーカドー津田沼店 習志野市津田沼1-10-30 047-479-3111

イトーヨーカドー東習志野店 習志野市東習志野7-3-1 047-471-7111

イトーヨーカドー八千代店 八千代市村上南1-3-1 047-405-1511

イトーヨーカドー八柱店 松戸市日暮1-15-8 047-387-1121

イトーヨーカドー幕張店 花見川区幕張町4-417-25 043-212-5511

イトーヨーカドー流山店 流山市流山9-800-2 04-7158-5211

イトーヨーカドーアリオ内 橋本店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 042-779-8111

 イトーヨーカドーグランツリー武蔵小杉店 川崎市中原区新丸子東3丁目1135番地 044-422-3111

イトーヨーカドーたまプラーザ店 横浜市青葉区美しが丘1-6-1 045-901-9311

「ボンド 裁ほう上手」取扱い店舗一覧（関東地区）
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イトーヨーカドーららぽーと横浜店 横浜市都筑区池辺町4035番1 045-931-9911

イトーヨーカドー伊勢原店 伊勢原市桜台1-8-1 0463-96-5111

イトーヨーカドー横浜別所店 横浜市南区別所1-14-1 045-743-3111

イトーヨーカドー桂台店 横浜市栄区桂台中15-1 045-894-1361

イトーヨーカドー古淵店 相模原市南区古淵3-13-33 042-750-3131

イトーヨーカドー厚木店 厚木市中町4-13-1 046-224-1411

イトーヨーカドー溝の口店 神奈川県川崎市高津区久本3-6-20 044-844-1711

イトーヨーカドー綱島店 横浜市港北区綱島西2-8-1 045-545-2111

イトーヨーカドー若葉台店 横浜市旭区若葉台3-7-1 045-922-2211

イトーヨーカドー小田原店 小田原市中里296-1 0465-49-6611

イトーヨーカドー湘南台店 藤沢市石川6-2-1 0466-87-5511

イトーヨーカドー上永谷店 横浜市港南区丸山台1-12 045-844-1711

イトーヨーカドー上大岡店 横浜市港南区上大岡西3-9-1 045-841-1010

イトーヨーカドー新百合ヶ丘店 川崎市麻生区上麻生1-4-1 044-952-5111

イトーヨーカドー川崎港町店 川崎市川崎区港町12-1 044-246-7705

イトーヨーカドー川崎店 川崎市川崎区小田栄2-2-1 044-366-4111

イトーヨーカドー相模原店 相模原市南区松が枝町17-1 042-745-1211

イトーヨーカドー大船店 鎌倉市大船6-1-1 0467-47-5211

イトーヨーカドー大和鶴間店 大和市下鶴間1丁目3番1号 046-261-1211

イトーヨーカドー鶴見店 横浜市鶴見区鶴見中央3-15-30 045-521-7111

イトーヨーカドー藤沢店 藤沢市鵠沼石上1-10-1 0466-26-8311

イトーヨーカドー能見台店 横浜市金沢区能見台東3-1 045-781-8111

イトーヨーカドー洋光台店 横浜市磯子区洋光台3-10-3 045-832-1661

イトーヨーカドー立場店 横浜市泉区中田西1-1-15 045-805-2111

イトーヨーカドー古河店 古河市雷電町１－１８ ０２８０－３１－３３１１

イトーヨーカドー日立店 日立市幸町１－１６－１ ０２９４－２１－８８１１

イトーヨーカドー竜ヶ崎店 竜ヶ崎市小柴５－１－２ ０２９７－６５－４４１１

イトーヨーカドー宇都宮店 宇都宮市陽東６－２－１ ０２８－６６１－０１１１

イトーヨーカドー小山店 小山市駅東通り２－３－１５ ０２８５－２３－６１１１

イトーヨーカドー伊勢崎店 伊勢崎市連取町１５０７ ０２７０－２６－５１１１

イトーヨーカドー上尾駅前店 上尾市谷津２－１－１ ０４８－７７６－２８００

イトーヨーカドー浦和店 さいたま市浦和区仲町１－７－１ ０４８－８２９－２２６１

イトーヨーカドー大宮店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－６ ０４８－６４５－３７７１

イトーヨーカドー春日部店 春日部市中央１－１３－１ ０４８－７６３－３１１１

イトーヨーカドー上福岡東店 ふじみ野市大原２－１－３０ ０４９－２６９－２１１１

イトーヨーカドーアリオ内川口店 川口市並木元町１－７９ ０４８－２５７－０１１１

イトーヨーカドー久喜店 久喜市久喜中央４－９－１１ ０４８０－２２－５３１１

イトーヨーカドー新田店 草加市旭町６－１５－３０ ０４８－９４２－１２８１

イトーヨーカドー草加店 草加市高砂２－７－１ ０４８－９２２－６１１１

イトーヨーカドー錦町店 蕨市錦町１－１２－１ ０４８－４４６－４４１１

イトーヨーカドーアリオ内深谷店 深谷市上柴町西４－２－１４ ０４８－５７２－６６１１

イトーヨーカドー三郷店 三郷市天神二丁目２２番地 ０４８－４６８－７１１１

イトーヨーカドー和光市 和光市丸山台１－９－３ ０４８－４６８－７１１１

イトーヨーカドーアリオ鷲宮店 久喜市久本寺谷田7番地1 0480-58-5555

イトーヨーカドーアリオ上尾店 上尾市大字壱丁目367番地 048-726-4111

イトーヨーカドーアリオ深谷店 深谷市上柴町西4丁目2番地14 048-572-6611

イトーヨーカドー和光店 和光市丸山台1-9-3 048-468-7111

ヴィシーズ　加須店 埼玉県加須市下高柳１丁目２９番　ビバモール加須１番街 0480-76-3211

ヴィシーズ　高崎店 群馬県高崎市上中居町487-1 027-310-6011

オカダヤ　新宿本店 東京都新宿区新宿3-23-17 03-3352-5411

オカダヤ　町田店 東京都町田市原町田6-10-7 042-710-5562

カントリーキルトマーケット西荻店 東京都杉並区西荻南３－６－２ （03）5370-8383

カントリーキルトマーケット千葉店 千葉市中央区新町１０００番地そごう千葉店９階 （047）245-8279

生地のキャロット 埼玉県行田市長野4-28-15 048-559-3574

クラフトハートトーカイ　LALAガーデンつくば店 茨城県つくば市小野崎字千駄狩苅278-1　LALAガーデンつくば2F 029-855-4155

クラフトハートトーカイ　アクロスガーデン筑西店 茨城県筑西市布川1309-13 0296-28-0877

クラフトパーク　イトーヨーカドー古河店 茨城県古河市雷電町1-18　イトーヨーカドー古河店2F 0280-33-0381

クラフトハートトーカイ　イトーヨーガドー日立店 茨城県日立市幸町1-16-1　イトーヨーカドー日立店3F 0294-21-1168

クラフトハートトーカイ　鹿島店 茨城県鹿嶋市長栖2298-1 0299-90-3500

クラフトハートトーカイ　かねさわ店 茨城県日立市金沢町1-18-8 0294-25-7120

クラフトハートトーカイ　ひたちなか店 茨城県ひたちなか市馬渡3905-1 029-270-2017

クラフトハートトーカイ　水戸姫子店 茨城県水戸市姫子1-771-1 029-257-3026

クラフトハートトーカイ　水戸吉沢店 茨城県水戸市吉沢町283-4 029-240-1628

クラフトハートトーカイ　石橋店 栃木県下野市下古山3362-1　ヨークタウン石橋店内 0285-51-0822

クラフトハートトーカイ　イズミヤ小山店 栃木県小山市中央町3-7-1　ロブレイズミヤ小山3F 0285-25-7232

クラフトハートトーカイ　今市モール店 栃木県日光市芹沼字石神殿1470-1 0288-21-1061

クラフトハートトーカイ　宇都宮簗瀬店 栃木県宇都宮市東簗瀬1-22-11 028-651-1196

クラフトハートトーカイ　おやまゆうえん店 栃木県小山市喜沢1475　おやまゆうえんハーヴェストヲーク1F 0285-21-3630

クラフトハートトーカイ　鹿沼店 栃木県鹿沼市栄町3-2-1 0289-60-1304
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クラフトハートトーカイ　佐野店 栃木県佐野市堀米町3400-1 0283-20-1585

クラフトハートトーカイ　栃木店 栃木県栃木市薗部町1-21-20 0282-25-3552

クラフトハートトーカイ　西那須野店 栃木県那須塩原市西原町8-31 0287-39-1374

クラフトパーク　ヨークタウン足利店 栃木県足利市朝倉町2-21-16　ヨークタウン足利店1F 0284-72-7911

クラフトハートトーカイ　ヨークベニマル御幸ヶ原店 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町50-1　ヨークベニマル御幸ヶ原店内 028-660-1371

クラフトハートトーカイ　若草店 栃木県宇都宮市若草4-24-22 028-650-5233

クラフトハートトーカイ　伊勢崎店 群馬県伊勢崎市連取町1455-3 0270-20-1318

クラフトハートトーカイ　太田店 群馬県太田市下浜田町1370-4 0276-40-1305

クラフトハートトーカイ　さくらもーる店 群馬県みどり市大間々町大間々40　大間々ショッピングセンターさくらもーる2F 0277-72-3388

クラフトハートトーカイ　高崎店 群馬県高崎市飯塚町411-2 027-370-2562

クラフトハートトーカイ　館林店 群馬県館林市東広内町2944-8 0276-70-1169

クラフトハートトーカイ　前橋南店 群馬県前橋市南町4-7-5 027-220-5105

クラフトハートトーカイ　MrMax越谷店 埼玉県越谷市越ケ谷1-16-6　MrMax越谷ショッピングセンター2F 048-964-8792

クラフトハートトーカイ　アクロスプラザ三芳店 埼玉県入間郡三芳町藤久保855-403　アクロスプラザ三芳2F 049-259-3175

クラフトハートトーカイ　上尾店 埼玉県上尾市井戸木2-14-8 048-789-2855

クラフトハートトーカイ　アリオ鷲宮店 埼玉県久喜市久本寺谷田7-1　アリオ鷲宮2F 0480-59-6018

クラフトハートトーカイ　イオンモール川口店 埼玉県川口市安行領根岸3180　イオンモール川口3F 048-281-8011

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー大宮店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-6　イトーヨーカドー大宮店3F 048-644-6502

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー坂戸店 埼玉県坂戸市日の出町5-30　イトーヨーカドー坂戸店4F 049-289-5837

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー錦町店 埼玉県蕨市錦町1-12-1　イトーヨーカドー錦町2F 048-446-5707

クラフトハートトーカイ　岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区南平野3-7-1 048-790-2090

クラフトハートトーカイ　大宮ステラタウン店 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1　ステラタウン2F 048-668-4166

クラフトワールド　大宮高島屋店 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32　大宮高島屋8F 048-642-0716

クラフトハートトーカイ　春日部店 埼玉県春日部市中央7-3-4 048-739-1402

クラフトハートトーカイ　加須店 埼玉県加須市下三俣223-1 0480-63-1207

クラフトハートトーカイ　川越店 埼玉県川越市上野田町23-20 049-238-0761

クラフトハートトーカイ　北本店 埼玉県北本市東間1-20-1 048-590-1152

クラフトハートトーカイ　行田店 埼玉県行田市藤原町2-26-7 048-550-1020

クラフトハートトーカイ　久喜店 埼玉県久喜市青毛1-1-1 0480-23-5995

クラフトハートトーカイ　熊谷店 埼玉県熊谷市広瀬不二ノ腰102-1 048-520-2163

クラフトハートトーカイ　狭山店 埼玉県狭山市狭山台1-3-1 04-2950-6085

クラフトパーク　新所沢パルコ店 埼玉県所沢市緑町1-2-1　新所沢パルコレッツ館2F 04-2939-2925

クラフトハートトーカイ　せんげん台店 埼玉越谷市千間台東2-6-11 048-973-1583

クラフトパーク　ティアラ21店 埼玉県熊谷市筑波3-202　ティアラ21 2F 048-527-1108

クラフトハートトーカイ　蓮田店 埼玉県蓮田市関山2-6-12 048-765-1009

クラフトハートトーカイ　東松山店 埼玉県東松山市小松原町12-3 0493-21-1184

クラフトハートトーカイ　フレスポ八潮店 埼玉県八潮市大瀬822-1　フレスポ八潮2F 048-998-3925

クラフトハートトーカイ　ホームズ草加舎人店 埼玉県草加市遊間町2-1　ホームズ草加舎人店2F 048-925-1127

クラフトハートトーカイ　本庄店 埼玉県本庄市五十子1-2-4 0495-25-1723

クラフトハートトーカイ　ララガーデン川口店 埼玉県川口市宮町18-9　ララガーデン川口2F 048-256-2355

クラフトハートトーカイ　イオンタウン館山店 千葉県館山市八幡545-1　イオンタウン館山内 0470-24-6388

クラフトハートトーカイ　イオン富津店 千葉県富津市青木1-5-1　イオンモール富津3F 0439-88-6051

クラフトハートトーカイ　イオンユーカリが丘店 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-1　イオンユーカリが丘店3F 043-464-4401

クラフトハートトーカイ　市原白金店 千葉県市原市白金町1-21-6 0436-20-9501

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー我孫子南口店 千葉県我孫子市本町3-2-28　イトーヨーカドー我孫子南口店2F 04-7186-5677

クラフトパーク　イトーヨーカドー東習志野店 千葉県習志野市東習志野7-3-1　イトーヨーカドー東習志野店3F 047-471-6515

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー幕張店 千葉県千葉市花見川区幕張町4-417-25　イトーヨーカドー幕張店2F 043-273-5020

クラフトループ　イトーヨーカドー四街道店 千葉県四街道市中央5番地　イトーヨーカドー四街道店2F 043-424-4331

クラフトハートトーカイ　おゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野南6-8-3 043-293-7855

クラフトハートトーカイ　木更津店 千葉県木更津市長須賀2463-1 0438-20-2580

クラフトハートトーカイ　ショッパーズプラザ新浦安店 千葉県浦安市入船1-4-1　ショッパーズプラザ新浦安2F 047-381-5041

クラフトパーク　ダイエー松戸西口店 千葉県松戸市根本4-2　ダイエー松戸西口店4F 047-366-8222

クラフトハートトーカイ　千葉旭店 千葉県旭市ニ3090 0479-62-6521

クラフトハートトーカイ　流山店 千葉県流山市流山9-800-2　イトーヨーカドー流山店1F 04-7157-6181

クラフトハートトーカイ　パティオ本八幡店 千葉県市川市八幡2-15-10　パティオ本八幡3F 047-333-3711

クラフトハートトーカイ　船橋店 千葉県船橋市本町7-6-1　イトーヨーカドー船橋店西館2F 047-425-2611

クラフトパーク　フレスポ稲毛店 千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17　フレスポ稲毛内 043-421-6861

クラフトハートトーカイ　ホームズ蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町55-3　ホームズ蘇我店2F 043-261-8821

クラフトハートトーカイ　増尾店 千葉県柏市増尾台3-5-15　ライフ増尾店2F 04-7160-5211

クラフトハートトーカイ　松ヶ島店 千葉県市原市松ヶ島西1-1-17 0436-26-8595

クラフトパーク　マルエツ稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台7-2-1　マルエツ稲毛店3F 043-255-6680

クラフトハートトーカイ　茂原店 千葉県茂原市高師台3-2-1 0475-27-4700

クラフトハートトーカイ　八千代店 千葉県八千代市村上南1-3-1　イトーヨーカドー八千代店2F 047-487-0201

クラフトハートトーカイ　ららぽーと柏の葉店 千葉県柏市若柴175　ららぽーと柏の葉3F 04-7133-4570

クラフトパーク　IMA光が丘店 東京都練馬区光が丘3-9-2　光が丘IMA南館1F 03-5383-3881

クラフトハートトーカイ　アルカキット錦糸町店 東京都墨田区錦糸2-2-1　アルカキット錦糸町6F 03-3829-3190

クラフトハートトーカイ　板橋店 東京都板橋区前野町4-21-22　イズミヤ板橋店3F 03-5914-3122

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー東大和店 東京都東大和市桜が丘2-142-1　イトーヨーカドー東大和店2F 042-565-4855

クラフトハートトーカイ　クロスガーデン多摩店 東京都多摩市落合2-33　クロスガーデン多摩2F 042-355-2670

クラフトハートトーカイ　国分寺店 東京都国分寺市並木町1-26-5 042-359-5683

クラフトハートトーカイ　サザンスカイタワー八王子店 東京都八王子市子安町4-7-1　サザンスカイタワー八王子3F 042-634-8368
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クラフトハートトーカイ　ザ・モールみずほ16店 東京都西多摩郡瑞穂町高根623　ザ・モールみずほ16店2F 042-557-6351

クラフトハートトーカイ　三和稲城店 東京都稲城市向陽台3-8-1　三和稲城店1F 042-377-0005

クラフトハートトーカイ　聖蹟桜ヶ丘オーパ店 東京都多摩市関戸4-72　聖蹟桜ヶ丘オーパ5F 042-356-3510

クラフトハートトーカイ　西友福生店 東京都福生市東町5-1　西友福生店パート2 1F 042-552-9531

クラフトハートトーカイ　ダイエー赤羽北本通り店 東京都北区神谷3-12-1　ダイエー赤羽北本通り店2F 03-3902-7828

クラフトハートトーカイ　ダイエー小平店 東京都小平市小川東町2-12-1　ダイエー小平店2F 042-345-7271

クラフトハートトーカイ　忠生店 東京都町田市木曽西3-1-10 042-789-7330

クラフトハートトーカイ　パサージオ店 東京都足立区西新井栄町1-17-1　PASSAGGIO2F 03-5681-0255

クラフトハートトーカイ　東久留米店 東京都東久留米市下里2-14-12 042-479-1721

クラフトハートトーカイ　日野店 東京都日野市南平2-67-9 042-592-2815

クラフトハートトーカイ　ホームズ葛西店 東京都江戸川区東葛西9-3-6　ホームズ葛西1F 03-3688-1910

クラフトハートトーカイ　南砂町SUNAMO店 東京都江東区新砂3-4-31　南砂町ショッピングセンターSUNAMO3F 03-5683-3152

クラフトハートトーカイ　武蔵村山店 東京都武蔵村山市神明1-63-1 042-590-0231

クラフトハートトーカイ　元八王子店 東京都八王子市元八王子町2-1964-2 042-669-5560

クラフトパーク　MrMax湘南藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5　MrMax湘南藤沢ショッピングセンター1F 0466-37-2381

クラフトハートトーカイ　青葉台店 神奈川県横浜市青葉区榎が丘4-7 045-988-0890

クラフトハートトーカイ　アピタ戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769-1　アピタ戸塚店3F 045-871-0335

クラフトハートトーカイ　アリオ橋本店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22　アリオ橋本2F 042-774-1185

クラフトパーク　イオン茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71　イオン茅ヶ崎3F 0467-87-7322

クラフトハートトーカイ　伊勢原店 神奈川県伊勢原市伊勢原4-10-27 0463-97-7066

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー川崎店 神奈川県川崎市川崎区小田栄2-2-1　イトーヨーカドー川崎店2F 044-355-2151

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー湘南台店 神奈川県藤沢市石川6-2-1　イトーヨーカドー湘南台3F 0466-87-1570

クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドー能見台店 神奈川県横浜市金沢区能見台東3-1　イトーヨーカドー能見台店3F 045-701-4115
クラフトハートトーカイ　イトーヨーカドーららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1　イトーヨーカドーららぽーと横浜店2F 045-932-2250

クラフトハートトーカイ　小田原店 神奈川県小田原市前川120　フレスポ小田原シティーモール南館1F 0465-45-1184

クラフトハートトーカイ　相模原店 神奈川県相模原市中央区千代田5-3-13 042-759-7001

クラフトハートトーカイ　三和こどもの国店 神奈川県横浜市青葉区奈良1-2-1　三和こどもの国店2F 045-962-0602

クラフトハートトーカイ　三和百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区百合丘2-3-1　三和百合ヶ丘店A館B1F 044-955-8471

クラフトハートトーカイ　四季の森フォレオ店 神奈川県横浜市旭区上白根3-41-1　横浜四季の森フォレオ2F 045-951-6076

クラフトハートトーカイ　新横浜プリンスぺぺ店 神奈川県横浜市港北区新横浜3-4　新横浜プリンスぺぺ4F 045-476-5121

クラフトハートトーカイ　ダイエー金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1　ダイエー金沢八景店2F 045-781-4661

クラフトハートトーカイ　ダイエー港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-2　ダイエー港南台2F 045-832-7501

クラフトハートトーカイ　ダイエー三ツ境店 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境7-1　ダイエー三ツ境店2F 045-361-8805

クラフトハートトーカイ　ダイエー向ヶ丘店 神奈川県川崎市多摩区登戸2789　ダイエー向ヶ丘店2F 044-900-3898

クラフトハートトーカイ　ダイエー横須賀店 神奈川県横須賀市本町2-1-12　ショッパーズプラザ横須賀ダイエー横須賀店4F 046-821-0153

クラフトパーク　立場店 神奈川県横浜市泉区和泉中央南1-11-3 045-801-6007

クラフトハートトーカイ　ハーモス荏田店 神奈川県横浜市青葉区荏田西2-14-3　ハーモス荏田1F 045-915-9261

クラフトパーク　秦野店 神奈川県秦野市尾尻494-2 0463-81-0836

クラフトハートトーカイ　東原宿店 神奈川県相模原市緑区原宿南1-5-1 042-783-7277

クラフトハートトーカイ　平塚店 神奈川県中郡大磯町高麗3-3-6 0463-37-1085

クラフトパーク　ベイタウン本牧店 神奈川県横浜市中区本牧原12-1　ベイタウン本牧5番街3F 045-621-6701

クラフトハートトーカイ　ヤオコー平塚宮松町店 神奈川県平塚市宮松町9-7　ヤオコー平塚宮松町店2F 0463-21-2177

クラフトハートトーカイ　ラプラ中央林間店 神奈川県大和市下鶴間1598-1　ラプラ中央林間2F 046-276-1221

（株）栗原糸店 群馬県太田市東本町21-20 0276-22-6638

(有）佐久間商店 神奈川県横須賀市大滝町1-6 0468-22-0343

シモジマ　浅草橋5号館 東京都台東区浅草橋1-30-10 03-3863-5501

手芸センタードリーム　南大沢店 東京都八王子市南大沢２－２８－１　ガレリア５Ｆ 042-653-9277

手芸センタードリーム　アクロスモール八王子みなみ野店 東京都八王子市みなみ野１-2-１アクロスモール八王子みなみ野１Ｆ 042-638-0150

手芸センタードリーム　イトーヨーカドー亀有駅前 東京都葛飾区亀有３－２６－１イトーヨーカドー内３Ｆ 03-6662-5881

手芸センタードリーム　イトーヨーカドー金町店 東京都葛飾区東金町1-10-8イトーヨーカドー金町店2F 03-6231-3671

手芸センタードリーム　Nu Hands Works自由が丘 東京都目黒区自由が丘１－６－９フレルウイズ自由が丘3Ｆ 03-6421-4411

手芸センタードリーム　高島平店 東京都板橋区高島平２丁目３３－１－１０１ピーコックストア高島平店２Ｆ 03-6906-9605

手芸センタードリーム　おおたかの森店 千葉県流山市西初石６－１８５－２おおたかの森Ｓ・Ｃ３Ｆ 04-7137-7761

手芸センタードリーム　千葉駅前店 千葉県千葉市中央区富士見２－３－１　塚本大千葉ビル４Ｆ 043-441-7750

手芸センタードリーム　アクロスモール新鎌ヶ谷 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-12-1アクロスモール新鎌ヶ谷１Ｆ 047-498-9426

手芸センタードリーム　モラージュ柏店 千葉県柏市大山台２丁目３番地　モラージュ柏２Ｆ 04-7192-6231

手芸センタードリーム　イトーヨーカドー松戸店 千葉県松戸市松戸1149イトーヨーカドー松戸店6F 047-710-8127

手芸センタードリーム　ビビット南船橋店 千葉県船橋市浜町2丁目2番7号ビビット南船橋2Ｆ 047-404-7250

手芸センタードリーム　ミエル川口店 埼玉県川口市本町２－７－２５ミエルかわぐち１Ｆ 048-452-4122

手芸センタードリーム　ヨークマート日進店 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１９１６－８　ヨークマート日進２Ｆ 048-779-8831

手芸センタードリーム　ヤオコー岩槻西町店 埼玉県さいたま市岩槻区2丁目5-1ヤオコー岩槻西町店2Ｆ 048-878-9503

手芸センタードリーム　モザイクモール港北店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-2モザイクモール港北4Ｆ 045-482-7421

手芸センタードリーム　湘南モールフィル店 神奈川県藤沢市辻堂新町４丁目１－１湘南モールフィル１F 0466-47-7066

手芸センタードリーム　サクラス戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２５３番地１　サクラス戸塚２Ｆ 045-392-5360

手芸センタードリーム　綾瀬タウンヒルズ店 神奈川県綾瀬市深谷3734-1綾瀬タウンヒルズ２Ｆ 0467-39-5363

手芸センタードリーム　クロスガーデン川崎 神奈川県川崎市幸区小倉5丁目19-23クロスガーデン川崎2階 0442017183

手芸センタードリーム　さぎ沼店 神奈川県川崎宮前区鷺沼１－１フレルさぎ沼4F 044-948-7211

手芸センタードリーム　ユーユー本館平塚店 神奈川県平塚市紅谷町5-20ユーユー本館5F 0463-74-6622

手芸センタードリーム　ニトリモール相模原店 神奈川県相模原市大野台6-1-1ニトリモール相模原3Ｆ 042-704-8356

手芸センタードリーム　相模原駅前イッツ店 神奈川県相模原市中央区相模原1-1-19相模原イッツ4F 042-704-9571
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手芸センタードリーム　中山とうきゅう店 横浜市緑区中山町304-1中山とうきゅう3F 045-530-4114

手芸センタードリーム　前橋クロスガーデン店 群馬県前橋市小屋原町４７２－１クロスガーデン前橋１Ｆ 027-289-0333

手芸センタードリーム　スマーク伊勢崎店 群馬県伊勢崎市西小保方町３６８スマーク伊勢崎２Ｆ 0270-50-0666

手芸センタードリーム　リリカ前橋 群馬県前橋市国領町2丁目１４－１リリカ前橋２Ｆ 027-226-5055

手芸センタードリーム　ベルモール宇都宮店 栃木県宇都宮市陽東6-2-1ベルモール２Ｆ 028-612-3266

手芸の丸十　川崎小田栄店 神奈川県川崎市川崎区小田栄2-3-1　ホームセンターコーナン小田栄２階 044-355-0088

セレクトドリーム東武池袋店 東京都豊島区西池袋1丁目1-25東武百貨店池袋店6階5番地 03-5927-8971

(有）ダック 東京都目黒区自由が丘1-28-8自由が丘デパート 03-3717-0943

(有）津田糸店 神奈川県茅ヶ崎市新栄町2-30茅ヶ崎ショッピングセンター 0467-82-2873

手作りショップはまや 栃木県宇都宮市竹林557-1 028-621-8220

２３ステーション草加店 埼玉県草加市松江6-8-32 048-933-9864

㈱トマト　5F 東京都荒川区東日暮里6-44-7 03-3805-2366

㈱トマト　ノーション館 東京都荒川区東日暮里6-44-7 03-3801-6750

パンドラハウス　イオン日の出店 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木５５７番地 042-588-8777

パンドラハウス　イオン板橋店 東京都板橋区徳丸2-6-1 03-5398-3131

パンドラハウス　イオン東久留米店 東京都東久留米市南沢5-17-62 042-460-7300

パンドラハウス　イオンむさし村山店 東京都武蔵村山市榎１丁目１－３ 042-516-0300

パンドラハウス　ザ・ビック昭島店 東京都昭島市宮沢町５００－１ 042-500-7011

パンドラハウス　イオン南砂店 東京都江東区南砂６－７－１５ 03-5677-3500

パンドラハウス　イオン葛西店 東京都江戸川区西葛西３－９－１９ 03-3675-5111

パンドラハウス　イオン東雲店 東京都江東区東雲１丁目９番１０号 03-6221-3400

パンドラハウス　イオン品川シーサイド店 東京都品川区東品川４－１２－５ 03-5715-8300

パンドラハウス　イオン西新井店 東京都足立区梅島3-32-7 03-3852-2121

パンドラハウス　イオンおゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５－３７－１イオンおゆみ野ショッピングセンター２Ｆ 043-300-5126

パンドラハウス　イオン幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野１－３ 043-350-5511

パンドラハウス　イオン幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１　イオンモール幕張新都心店 043-213-5670

パンドラハウス　イオン銚子店 千葉県銚子市三崎町２丁目２６６０－１ 0479-20-0100

パンドラハウス　イオン八街店 千葉県八街市文違３０１ 043-440-2311

パンドラハウス　イオン臼井店 千葉県佐倉市王子台1－２３ 043-461-1111

パンドラハウス　イオン木更津築地店 千葉県木更津市築地１－４ 0438-38-8600

パンドラハウス　イオン大網白里店 千葉県大網白里市みやこ野１－１－２ 0475-73-7600

パンドラハウス　イオン鴨川店 千葉県鴨川市横渚973-1 04-7093-6511

パンドラハウス　イオン館山店 千葉県館山市八幡５４５－１ 0470-23-8131

パンドラハウス　イオン津田沼店 千葉県習志野市津田沼１－２３－１ 047-455-6000

パンドラハウス　イオン高根木戸店 千葉県船橋市習志野台１－１－３ 047-464-7711

パンドラハウス　イオンマリンピア店 千葉県千葉市美浜区高洲３－１３－１ 043-277-6111

パンドラハウス　イオン鎌取店 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－１６－１ 043-226-9211

パンドラハウス　イオン船橋店 千葉県船橋市山手１－１－８ 047-420-7200

パンドラハウス　イオン鎌ヶ谷店 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２丁目７番１号 047-441-7711

パンドラハウス　イオン稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20 043-251-3211

パンドラハウス　イオン市川妙典店 千葉県市川市妙典5-3-1 047-397-9831

パンドラハウス　イオン柏店 千葉県柏市豊町2-5-25 04-7142-5000

パンドラハウス　イオンノア店 千葉県野田市中根36-1 047-122-8100

パンドラハウス　イオン成田店 千葉県成田市ウィング土屋24番地 0476-23-8300

パンドラハウス　イオン千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央北３－１－１ 0476-48-1111

パンドラハウス　イオン北小金店 千葉県松戸市小金1番地 047-348-3100

パンドラハウス　イオンボンベルタ成田店 千葉県成田市赤坂2丁目1番10号 0476-26-2111

パンドラハウス　イオン八千代緑ヶ丘店 千葉県八千代市緑ヶ丘2丁目1番3 047-458-5211

パンドラハウス　イオン北浦和店 埼玉県さいたま市浦和区常磐10-20-29 048-822-3921

パンドラハウス　イオンせんげん台店 埼玉県越谷市千間台西3-2-12 048-978-8121

パンドラハウス　イオン川口前川店 埼玉県川口市前川 1-1-11 048-263-5411

パンドラハウス　イオン川口店 埼玉県川口市安行領根岸字外谷田 3180-1 048-285-7811

パンドラハウス　イオン与野店 埼玉県さいたま市中央区本町西 5-2-9 048-856-7100

パンドラハウス　イオン浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区大字大門 3710 048-812-6464

パンドラハウス　イオンレイクタウン店 埼玉県越谷市東町 2-8 048-930-7000

パンドラハウス　イオン春日部店 埼玉県春日部市下柳420-1 048-718-3900

パンドラハウス　イオン北戸田店 埼玉県戸田市美女木東 1-3-1 048-422-9700

パンドラハウス　イオン大宮店 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-574-1 048-665-3101

パンドラハウス　イオン武蔵狭山店 埼玉県狭山市入間川3-31-5 042-953-1141

パンドラハウス　イオン新座店 埼玉県新座市東北2-32-12 048-472-2611

パンドラハウス　イオン大井店 埼玉県ふじみ野市ふじみ野1-2-1 049-261-3101

パンドラハウス　イオン熊谷店 埼玉県熊谷市本石2-135 048-529-3131

パンドラハウス　イオン狭山店 埼玉県狭山市上奥富1126-1 04-2969-7700

パンドラハウス　イオン入間店 埼玉県入間市上藤沢 462-1 04-2901-4500

パンドラハウス　イオン大宮西店 埼玉県さいたま市西区三橋 6-607-13 048-620-1511

パンドラハウス　イオン羽生店 埼玉県羽生市川崎 2-281-3 048-560-0008

パンドラハウス　イオン久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜５丁目１３－１ 046-838-5200

パンドラハウス　イオン藤沢店 神奈川県藤沢市大庭　５０６１－２ 0466-88-4111

パンドラハウス　イオン金沢シーサイド店 神奈川県横浜市金沢区並木２－１３－１ 045-784-0005
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パンドラハウス　イオン駒岡店 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－６－１ 045-585-7000

パンドラハウス　イオン天王町店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町3 045-335-6711

パンドラハウス　イオン東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区富家町1 045-434-2121

パンドラハウス　イオン新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-19 044-951-5501

パンドラハウス　イオン茅ヶ崎中央店 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３－５－１６ 0467-82-6111

パンドラハウス　イオンつきみ野店 神奈川県大和市つきみ野1-6-1 046-277-3031

パンドラハウス　イオン大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間１－２－１ 046-200-3300

パンドラハウス　イオン大和店 神奈川県大和市都市計画事業渋谷（南部地区）土地区画整理事業地区内74街区1外 046-269-1111

パンドラハウス　イオン相模原店 神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１ 042-769-7600

パンドラハウス　イオン秦野店 神奈川県秦野市入船町１２－１ 0463-85-2000

パンドラハウス　イオン海老名店 神奈川県海老名市中央2-4-1 046-231-2121

パンドラハウス　イオン厚木店 神奈川県厚木市中町1-5-10 0462-23-5311

パンドラハウス　イオン高崎店 群馬県高崎市棟高町1400 027-310-9500

パンドラハウス　イオン太田店 群馬県太田市石原町 81番地 0276-47-8800

パンドラハウス　イオン栃木店 栃木県栃木市箱森町 37-9 0282-22-7711

パンドラハウス　イオン小山店 栃木県小山市中久喜 1467-1 0285-30-3000

パンドラハウス　イオン今市店 栃木県日光市豊田 79-1 0288-30-2000

パンドラハウス　イオン佐野新都市店 栃木県佐野市高萩町 1324-1 0283-20-5252

パンドラハウス　イオン高萩店 茨城県高萩市安良川231-1 0293-24-3111

パンドラハウス　イオンつくば駅前店 茨城県つくば市吾妻 1-7-1 029-855ｰ0011

パンドラハウス　イオン石岡店 茨城県石岡市大字石岡 2752-2 0299ｰ23ｰ3331

パンドラハウス　イオン水戸内原店 茨城県水戸市中原町字西 135番地 029-259-1400

パンドラハウス　イオン取手店 茨城県取手市戸頭 1118-1 0297-70-2222

パンドラハウス　イオン下妻店 茨城県下妻市堀籠 972-1 0296-30-1700

パンドラハウス　イオン笠間店 茨城県笠間市赤坂 8番地 0296-70-1700

パンドラハウス　イオン東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東 4丁目1番1号 029-287-3311

パンドラハウス　イオン鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中 290-1 0299-83-0111

パンドラハウス　イオン土浦店 茨城県土浦市上高津367 029-835-8000

パンドラハウス　イオンつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1 029-839-1200

パンドラハウス　イオン守谷店 茨城県守谷市百合ヶ丘３－２４９－１イオンタウン守谷２Ｆ 0297-47-1388

ピアゴ藤岡店 群馬県藤岡市藤岡416-4 0274-23-6161

ピアゴ座間店 神奈川県座間市入谷1-416-2 046-256-0111

ピアゴ大桑店 埼玉県加須市鳩山町10-10 0480-66-3411

ピアゴ大雄山店 神奈川県南足柄市関本569 0465-73-1201

富士シティオ（株）上野川店 神奈川県川崎市宮前区野川16-1 044-986-3311

富士シティオ（株）善行店 神奈川県藤沢市善行坂1-3-17 0466-84-1311

富士シティオ（株）徳延店 神奈川県平塚市徳延715-1 0463-34-2251

富士シティオ（株）本郷台店 神奈川県横浜市栄区小菅谷1-2-2 045-894-0111

富士シティオ（株）用賀店 東京都世田谷区用賀4-11-3 03-3708-2551

富士シティオ（株）野比店 神奈川県横須賀市野比1-39-8 046-847-2111

富士シティオ（株）鳥山店 神奈川県横浜市港北区鳥山町75 045-471-7111

富士シティオ（株）塚原店 神奈川県南足柄市塚原2682-1 0465-73-1851

ぶんぐまる　上尾店 埼玉県上尾市二ツ宮822 048-871-5632

ぶんぐまる　坂戸店 埼玉県坂戸市泉町3-6-1 049-299-5600

ぶんぐまる　飯能店 埼玉県飯能市双柳1486-8 042-978-8528

ホビースクランブル　北千住マルイ店 東京都足立区千住3-92 北千住ﾏﾙｲ 8F 03-4376-5515

ホビースクランブル　ビナウォーク海老名店 神奈川県海老名市中央1-4-1 ﾋﾞﾅｳｫｰｸ5番館3階 046-236-6577

ホビースクランブル　小田原店 神奈川県小田原市栄町2-9-33 ｱﾌﾟﾘ小田原 3F 0465-21-5018

ホビースクランブル　溝口ノクティ店 神奈川県川崎市高津区溝口1-3-1 ﾉｸﾃｨ 5F 044-850-0261

ホビースクランブル　志木丸井店 埼玉県志木市本町5-26-1 志木丸井 4F 048-487-1356

マーノクレアール　アリオ亀有店 東京都葛飾区亀有3-49-3 ｱﾘｵ亀有 3F 03-3690-0699

マーノクレアール　京王アートマン　聖蹟桜ヶ丘店 東京都多摩市関戸1-11-1 京王ｱｰﾄﾏﾝ4F 042-337-2608  

マーノクレアール　調布パルコ店 東京都調布市小島町1-38-1 調布ﾊﾟﾙｺ2F 0424-40-1055

マーノクレアール　二子玉川ライズ店 東京都世田谷区玉川2-21-1 ﾀｳﾝﾌﾛﾝﾄ6F 03-3707-5517

マーノクレアール　ららぽーと豊洲店 東京都江東区豊洲2-4-9 03-6910-1300

マーノクレアール　アトレ川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 5F 044-244-0187

マーノクレアール　GRAND TREE 武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135 GRAND TREE 武蔵小杉4F 044-982-3066

マーノクレアール　相模大野ステーションスクエア店 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ｽﾃｰｼｮﾝｽｸｴｱ7F 042-767-1078  

マーノクレアール　トレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地 ﾄﾚｯｻ横浜南棟3F 045-534-2408

マーノクレアール　ノースポートモール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25 ﾉｰｽﾎﾟｰﾄﾓｰﾙ306 045-914-5191

マーノクレアール　MARK IS みなとみらい店 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARKISみなとみらい3F 045-681-2100

マーノクレアール　横浜ジョイナス店 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ｼﾞｮｲﾅｽ4F 045-321-6720

(有）松謙 東京都港区芝大門2-13-3 03-3431-3970

MilkyWay 東京都江戸川区西葛西3-7-10 03-3675-3322

Nu Hands Works自由が丘 東京都目黒区自由が丘１－６－９フレルウイズ自由が丘3Ｆ 03-6421-4411

ユザワヤ浅草エキミセ店   東京都台東区花川戸1-4-1浅草エキミセ　4F 03-5830-9191

ユザワヤ池袋店   東京都豊島区東池袋1-8-1WACCA池袋　3F 03-5956-3666

ユザワヤ御徒町吉池店   東京都台東区上野3-27-12御徒町吉池　7F 03-3837-2929

ユザワヤ蒲田店  東京都大田区西蒲田8-23-5 03-3734-4141

ユザワヤキラリナ京王吉祥寺店   東京都武蔵野市吉祥寺南町2-1-25キラリナ京王吉祥寺8・9F 0422-79-4141

ユザワヤ銀座ニューメルサ店  東京都中央区銀座5-7-10ニューメルサ銀座5丁目店5F 03-3573-4141
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栃木県
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行
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ユザワヤココリア多摩センター店  東京都多摩市落合1-46-1　ココリア多摩センター5F 042-357-3939

ユザワヤ五反田TOC店   東京都品川区西五反田7-22-17TOCビル　地下1F（31号） 03-5759-3737

ユザワヤ新宿タカシマヤタイムズスクエア店   東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タカシマヤタイムズスクエア11F 03-5367-4141

ユザワヤ八王子東急スクエア店   東京都八王子市旭町9-1八王子東急スクエア　7F 042-643-7070

ユザワヤビーンズ赤羽店   東京都北区赤羽1-1-1ビーンズ赤羽 03-3902-3737

ユザワヤビックカメラ立川店   東京都立川市曙町2-12-2ビックカメラ7・8F 042-529-4141

ユザワヤひばりが丘パルコ店   東京都西東京市ひばりが丘1-1-1ひばりが丘パルコ　3F 042-421-5252

ユザワヤミーナ町田店  東京都町田市原町田4-1-17　ミーナ町田5F .042-725-4141

ユザワヤアミューあつぎ店 神奈川県厚木市中町2-12-15　アミューあつぎ3F 046-296-2424

ユザワヤ小田原EPO店  神奈川県小田原市栄町2-9-39　小田原EPO（エポ）4F 0465-24-6363

ユザワヤ上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-16-23　富士ショッピングセンター3F 045-846-4141

ユザワヤさいか屋川崎店  神奈川県川崎市川崎区小川町1-1さいか屋川崎店7F 044-221-4141

ユザワヤさいか屋横須賀店  神奈川県横須賀市大滝町1-13 さいか屋横須賀店新館5F 046-820-2727

ユザワヤ西友大船店  神奈川県鎌倉市大船1-25-30　西友大船店3F 0467-42-7575

ユザワヤテラスモール湘南辻堂店  神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南3F 0466-37-3377

ユザワヤドン・キホーテ溝ノ口駅前店   神奈川県川崎市高津区溝口1-13-5ドン・キホーテ溝ノ口駅前店5F 044-844-4141

ユザワヤノースポート・モールセンター北店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール地下2F 045-910-5757

ユザワヤ大和スカイビル店   神奈川県大和市大和東１-２-１大和スカイビル４F 046-264-4141

ユザワヤ横浜ベイクォーター店  神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10横浜ベイクォーターANNEX 5F・6F 045-441-4141

ユザワヤ千葉パルコ店  千葉県千葉市中央区中央2-2-2千葉パルコ6階 043-202-4040

ユザワヤ津田沼店   千葉県習志野市谷津７-７-１ザ・ブロック1F･2F 047-474-4141

ユザワヤピアザ松戸店   千葉県松戸市松戸1230-1ピアザ松戸　4F 047-365-5151

ユザワヤ丸井柏店  千葉県柏市柏1-2-26丸井柏店マルイ館2F 04-7162-4141

ユザワヤ八千代台アピア店   千葉県八千代市八千代台北1-1八千代台アピア4F 047-480-8811

ユザワヤ浦和パルコ店 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ　3階 048-813-4141

ユザワヤ川越モディ店   埼玉県川越市脇田町4-2川越モディ　3階 049-229-1111

ユザワヤ熊谷ニットーモール店  埼玉県熊谷市銀座2丁目245ニットーモール熊谷　3階 048-599-1010

ユザワヤ越谷レイクタウン店   埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1-1イオンレイクタウンMORI　3階 048-990-3131

ユザワヤダイエー所沢店   埼玉県所沢市東町5-22ダイエー所沢店5F 04-2940-4141

ユザワヤ丸井大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 丸井大宮店　7階 048-658-4141

ユザワヤ丸井草加店   埼玉県草加市高砂2-9-1草加丸井店　6階 048-920-5050

ユザワヤ宇都宮パルコ店  栃木県宇都宮市馬場通り3-1-1　宇都宮パルコ7階 028-610-8181

ユザワヤ大田原東武店   栃木県大田原市美原1-3537-2　大田原東武3階 0287-20-2929

 ユザワヤスズラン高崎店   群馬県高崎市連雀町66スズラン高崎店　スポーツファッション館4階 027-330-4141

ユザワヤスズラン前橋店   群馬県前橋市千代田町2-4-4スズラン前橋店　別館3階 027-219-4141

所　　　在　　　地 ＴＥＬ

カーマホームセンター　平塚田村店 神奈川県平塚市田村3-5 0463-51-3611

カンセキ　駅東店 宇都宮市元今泉　5-12-3 ０２８－６８３－１８６６

カンセキ　栃木店 栃木市平柳町　2-23-9 ０２８２－２７－８２１１

カンセキ　雀宮店 宇都宮市茂原　2-4-27 ０２８－６５３－６６１１

カンセキ　真岡店 真岡市白布ヶ丘　7-8 ０２８５－８４－７１２３

カンセキ　今市店 日光市今市　1027-5 ０２８８－２２－１１２１

カンセキ　佐野店 佐野市富岡町　109 ０２８５－８４－７１２３

カンセキ　若草店 宇都宮市若草　3-17-3 ０２８－６２５－７１７１

カンセキ　西川田店 宇都宮市西川田本町　2-1-28 ０２８－６５９－２４１１

カンセキ　わし宮店 埼玉県久喜市鷲宮　3-26-6 ０４８０－５８－３８１１

カンセキ　市貝店 芳賀郡市貝町大字赤羽　3651-1 ０２８５－６８－３３５５

カンセキ　小金井店 下野市川中子　3329-85 ０２８５－４４－５２１１

カンセキ　茂木店 芳賀郡茂木町茂木　244-2 ０２８５－６３－４８１１

カンセキ　大平店 栃木市大平町大字新　1540-30 ０２８２－４３－８８００

カンセキ　小川店 那須郡那珂川町小川　2383-2 ０２８７－９６－４４１１

カンセキ　那珂店 茨城県那珂市竹ノ内　4丁目1番地2号 ０２９－２９５－５７１１

カンセキ　黒磯店 那須塩原市豊浦　93-19 ０２８７－６２－５５５１

カンセキ　高根沢店 塩谷郡高根沢町光陽台　1-5-2 ０２８－６７５－５３２２

カンセキ　烏山店 那須烏山市旭　1-3527 ０２８７－８３－２７１１

カンセキ　氏家店 さくら市桜野　967 ０２８－６８２－５２１１

カンセキ　大田原南店 大田原市浅香　1-3546-27 ０２８７－２３－８３５５

カンセキ　館林店 群馬県館林市緑町　2-3-1 ０２７６－７２－８１１１

カンセキ　新鹿沼店 鹿沼市万町　969 ０２８９－６３－１３１１

カンセキ　小山店 小山市大字中久喜　1213-1 ０２８５－３０－４３３３

カンセキ　龍ケ崎店 茨城県龍ケ崎市光順田　1750 ０２９７－６１－１７７０

カンセキ　高萩店 茨城県高萩市安良川　155-1 ０２９３－２０－１３１１

カインズホーム南砂町ＳＵＮＡＭＯ店  東京都江東区新砂　3丁目4番31号 03-5665-7111

カインズホーム町田多摩境店  東京都町田市小山ヶ丘3丁目6番地6 042-798-1555

カインズホーム町田多摩境店資材館  東京都町田市小山ヶ丘2丁目3番地1 042-797-3000

カインズホーム昭島店  東京都昭島市つつじが丘2丁目8番55号 042-500-0777
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カインズホーム青梅インター店  東京都青梅市新町6-9-4 0428-30-1100

カインズホーム三浦店  神奈川県三浦市初声町入江273-3 046-888-0333

カインズホーム横須賀久里浜店  神奈川県横須賀市久里浜　8丁目8番1号 046-837-8666

カインズホームりんかんモール店  神奈川県大和市下鶴間　1749番6 046-275-5000

カインズホーム小田原高田店  神奈川県小田原市高田字柳町　298-1 0465-42-1001

カインズホーム城山店  神奈川県相模原市緑区向原 3-9-7 042-783-5111

カインズホーム相模原塩田店  神奈川県相模原市中央区田名塩田　4丁目18番1号 042-777-6222

カインズホーム秦野店  神奈川県秦野市落合 480 0463-83-7111

カインズホーム大井松田店  神奈川県足柄上郡大井町上大井 117 0465-84-5550

カインズホーム千葉ニュータウン店  千葉県印西市泉野一丁目144番6 0476-48-8888

カインズ船橋習志野店  千葉県船橋市習志野4丁目12番40号 047-455-7771

カインズ船橋習志野店資材館  千葉県船橋市習志野4丁目12番50号 047-455-7772

カインズホーム野田さくらの里店  千葉県野田市桜の里2丁目3-3 04-7121-3333

カインズホーム東金店  千葉県東金市田間字峯大坪 1007-2 0475-50-6111

カインズホーム佐倉店  千葉県佐倉市寺崎北六丁目2番地6 043-481-1188

カインズホーム銚子店  千葉県銚子市芦崎町 810 0479-30-2000

カインズホームスーパーセンター香取小見川店  千葉県香取市野田 450 0478-83-7000

カインズホーム八街店  千葉県八街市八街字初番杭 は21-14 043-442-3888

カインズホームスーパーセンター八日市場店  千葉県匝瑳市八日市場ロ字横田 118 0479-79-6111

カインズホーム旭店  千葉県旭市ニ字白塚 5396-1 0479-62-5000

カインズホームスーパーセンター旭飯岡店  千葉県旭市三川字犬林 セの4334-1 0479-50-6000

カインズホーム市原店  千葉県市原市更級 3丁目1番地1 0436-63-5000

カインズホーム木更津金田店  千葉県木更津市金田東三丁目1番3 0438-40-1555

カインズホーム富津店  千葉県富津市青木 1丁目1番地1 0439-88-6111

カインズホーム館山店  千葉県館山市大字高井字上畑作 1771 0470-25-7111

カインズホーム鴨川店  千葉県鴨川市八色266 04-7099-2111

カインズホーム茂原店  千葉県茂原市腰当 653-1 0475-20-1111

カインズホーム大原店  千葉県いすみ市日在 274 0470-60-5111

カインズホーム下妻店  茨城県下妻市堀篭字曲田 721 0296-54-5111

カインズホームスーパーセンター結城店  茨城県結城市大字結城公達 9784-3 0296-21-3000

カインズホーム岩瀬店  茨城県桜川市友部 793 0296-76-6111

カインズホーム石岡玉里店  茨城県小美玉市栗又四ヶ字逆井  2548-1 0299-36-3333

カインズホーム玉造店  茨城県行方市玉造甲　1083-1 0299-35-6111

カインズホーム神栖店  茨城県神栖市平泉出口 239-15 0299-92-3000

カインズホーム高萩店  茨城県高萩市下手綱字ヤワコ田 1091-1 0293-23-8111

カインズホーム日立店  茨城県日立市留町字前川 1270-2 0294-28-1000

カインズホーム北茨城店  茨城県北茨城市関南町神岡下字南浜田 273 0293-30-5111

カインズホーム大子店  茨城県久慈郡大子町池田字下小沢1233 0295-72-3300

カインズホーム宇都宮平出店  栃木県宇都宮市平出町字上野 3711番地 028-613-1000

カインズホーム今市店  栃木県日光市豊田406 0288-30-3333

カインズホーム宇都宮テクノ店  栃木県宇都宮市ゆいの杜 5丁目26番5号 028-670-6111

カインズホーム大田原店  栃木県大田原市富士見一丁目 1650-33 0287-20-1000

カインズホーム黒磯店  栃木県那須塩原市共墾社字共墾場 123-10 0287-60-1000

カインズホーム足利大月店  栃木県足利市大月町　3-2 0284-40-2111

カインズホーム足利店  栃木県足利市堀込町字宮前 265 0284-72-7711

カインズホーム佐野店  栃木県佐野市浅沼町 520 0283-24-6611

カインズホーム矢板店  栃木県矢板市矢板 90 0287-43-2222

カインズホーム西那須野店  栃木県那須塩原市南郷屋 2-148-16 0287-37-7111

カインズホーム大平店  栃木県栃木市大平町下皆川　700 0282-45-1777

カインズホーム大宮店  埼玉県さいたま市西区大字高木 1480-2 048-625-8111

カインズホーム浦和美園店  埼玉県さいたま市緑区寺山字下145 048-878-2111

カインズホーム草加松原団地 店  埼玉県草加市栄町三丁目 15-10 048-933-7000

カインズホーム松伏店  埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸 3133 048-993-2222

カインズホーム杉戸店  埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 7-2-11 0480-33-6111

カインズホーム蓮田店  埼玉県蓮田市大字閏戸 4109 048-767-2000

カインズホーム大利根店  埼玉県加須市琴寄　70 0480-78-2111

カインズホーム川島インター店  埼玉県比企郡川島町大字上伊草 210 049-299-0111

カインズホーム越生店  埼玉県入間郡越生町大字西和田　403 049-292-8222

カインズホーム毛呂山店  埼玉県入間郡毛呂山町大字小田谷字堅田 212 049-295-5000

カインズホーム鶴ヶ島店  埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町1丁目1番地13 049-286-6111

カインズ鶴ヶ島店資材館  埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町1丁目2-2 049-279-2211

カインズホーム東松山高坂店  埼玉県東松山市あずま町 3丁目１番地 0493-35-2000

カインズホーム嵐山店  埼玉県比企郡嵐山町大字平澤字遠道 800-1 0493-63-1111

カインズホームなめがわモール店  埼玉県比企郡滑川町大字羽尾 2740 0493-57-1188

カインズホーム飯能店  埼玉県飯能市大字阿須 812-55 042-975-5111

カインズホーム行田店  埼玉県行田市持田 780 048-552-0001

カインズホーム北本店  埼玉県北本市中丸 8丁目117-1 048-592-7000

カインズホーム本庄早稲田店  埼玉県本庄市早稲田の杜2丁目1番1号 0495-23-5000

カインズホームスーパーセンター上里本庄店  埼玉県児玉郡上里町大字神保原町字北稲塚 1845 0495-35-1111

カインズホーム深谷川本店  埼玉県深谷市長在家 1768 048-583-7788
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カインズホーム寄居桜沢店  埼玉県大里郡寄居町大字桜沢　2991 048-580-1111

カインズホーム秩父店  埼玉県秩父市上影森 151 0494-25-1777

カインズホーム大泉店  群馬県邑楽郡大泉町大字坂田58街区1000番地 0276-20-3111

カインズホーム邑楽店  群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 3888-1 0276-89-1000

カインズホーム吉井店  群馬県高崎市吉井町池 170 027-320-3222

カインズホームスーパーセンター富岡甘楽店  群馬県甘楽郡甘楽町大字福島 900 0274-74-7111

カインズホームスーパーセンター前橋吉岡店  群馬県北群馬郡吉岡町大久保 821 0279-55-6111

カインズホームスーパーセンター前橋吉岡店資材館  群馬県北群馬郡吉岡町大久保字見柳東 865 0279-30-6011

カインズホーム青柳店  群馬県前橋市青柳町 135 027-235-1888

カインズホーム大胡店  群馬県前橋市樋越町687 027-230-4555

カインズＩＳ伊勢崎店  群馬県伊勢崎市中央町19-1 0270-27-6000

カインズ佐波東店 群馬県伊勢崎市西小保方町156-2 0270-63-6666

カインズホーム伊勢崎店  群馬県伊勢崎市宮子町 3200番地 0270-20-1111

カインズおおたモール店  群馬県太田市飯塚町625-1 0276-48-1000

カインズホーム渋川有馬店  群馬県渋川市有馬字中井 287 0279-60-5111

カインズホーム渋川鯉沢店  群馬県渋川市白井 2143 0279-30-3000

カインズホーム沼田モール店  群馬県沼田市久屋原字吉野 479-1 0278-22-7111

カインズホーム前橋みなみモール店  群馬県前橋市新堀町862番地 027-289-2333

カインズホーム佐波東店  群馬県伊勢崎市西小保方町 156-2 0270-63-6666

カインズホーム笠懸店  群馬県みどり市笠懸町阿左美 1472-1 0277-76-0111

カインズホーム甲西店  山梨県南アルプス市西南湖 325 055-280-8888

カインズホーム富士吉田店  山梨県富士吉田市上吉田 3200 0555-30-0333

くろがねやスーパーデポ稲城押立店 東京都稲城市押立1777-1 042-378-0911

くろがねや成城店 東京都世田谷区成城1-4-53 03-5727-9611

くろがねや調布店 東京都調布市多摩川1-9-2 042-499-0191

くろがねや愛川店 神奈川県愛甲郡愛川町角田580 046-285-9211

くろがねや厚木戸室店 神奈川県厚木市戸室5-6-3 046-222-7411

くろがねや海老名下今泉店 神奈川県海老名市下今泉2-2-3 046-235-4111

くろがねや渋沢店 神奈川県秦野市堀川625 0463-87-9691

くろがねやノースポート横浜店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1ノースポート内 045-914-4711

くろがねや大和深見店 神奈川県大和市深見東1-2-33 046-261-8311

くろがねや池田店 山梨県甲府市池田1-3-23 055-254-3700

くろがねや河口湖店 山梨県南都留郡富士河口湖町小立土地区画整理地内12街区1画地 0555-83-3611

くろがねや甲州店 山梨県甲州市勝沼町山250 0553-44-5711

くろがねやスーパーデポ一宮店 山梨県笛吹市一宮町竹原田1414 0553-47-3471

くろがねやスーパーデポ韮崎店 山梨県韮崎市若宮3-9-28 0551-23-4800

くろがねやスーパーデポ南アルプス店 山梨県南アルプス市在家塚565 055-288-6611

くろがねや住吉店 山梨県甲府市中小河原1-13-19 055-241-7191

くろがねや田富店 山梨県中央市山之神3033-5 055-273-3605

くろがねや富士川店 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町960-1 0556-22-7801

くろがねや双葉店 山梨県甲斐市龍地3283 0551-28-8500

コーナン　つくば学園の森店 茨城県つくば市学園の森2丁目34番地6 029-863-1070

コーナン　吉川栄町店 埼玉県吉川市栄町797番1 048-984-6660

コーナン　川口前川店 埼玉県川口市南前川1丁目16番7号 048-240-6699

コーナン　本羽田萩中店 東京都大田区本羽田２丁目３－１ 03-5735-5861

コーナン　江東深川店 東京都江東区深川１丁目６番２号 03-5639-9705

コーナン　ぐりーんうぉーく多摩店 東京都八王子市別所二丁目56番地 042-670-1570

コーナン　小平店 東京都小平市上水本町5丁目13-1 042-320-1620

コーナン　府中四谷店 東京都府中市四谷5丁目23番地の12 042-354-8844

コーナン　江戸川中央店 東京都江戸川区中央3丁目3番5号 03-5661-1050

コーナン　市川原木店 千葉県市川市原木２５２６番６ 047-329-7981

コーナン　柏中新宿店 千葉県柏市中新宿3丁目11番1号 047-170-5775

コーナン　南流山店 千葉県流山市大字木408番地 04-7178-7800

コーナン　船橋花輪インター店 千葉県船橋市宮本9丁目5番15号 047-432-6801

コーナン　保土ヶ谷星川店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－１３ 045-348-7001

コーナン　港北ニュータウン店 神奈川県横浜市都筑区北山田五丁目13－1 045-590-6122

コーナン　鎌倉大船店 神奈川県鎌倉市岡本１１８８番地１ 0467-42-8301

コーナン　相模原西橋本店 神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目４番３号 042-700-3691

コーナン　相模原小山店 神奈川県相模原市中央区小山3丁目37番1号 042-770-7031

コーナン　港北センター南店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央53－1 045-948-6045

コーナン　中央林間店 神奈川県大和市下鶴間1636番7 046-271-2151

コーナン　湘南藤沢店 神奈川県藤沢市遠藤字滝ノ沢698-10 0466-89-0644

コーナン　港北インター店 神奈川県横浜市都筑区折本町191番地 045-472-6100

コーナン　鶴見元宮店 神奈川県横浜市鶴見区元宮2丁目1番37号 045-570-0237

コーナン　厚木下荻野店 神奈川県厚木市下荻野1200番地1 046-243-3939

埼玉県

東京都

千葉県

群馬県

山梨県

山梨県

茨木県

東京都

神奈川県

神奈川県



コーナン　川崎小田栄店 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目3番1号 044-329-1320

コーナン　戸塚汲沢店 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町1158番地1 045-869-2285

東京都

島忠　大田千鳥店 東京都大田区千鳥2-33-1 03-5741-7300

島忠　大谷田店 東京都足立区大谷田4-9-20 03-5697-6811

島忠　府中店 東京都府中市日鋼町1-26 042-358-3733

島忠　江東猿江店 東京都江東区猿江2-16-3 03-5669-7311

島忠　中野店 東京都中野区中野2-10-11 03-5342-6311

島忠　ホームズ葛西店 東京都江戸川区東葛西9-3-6 03-5659-2191

島忠　ホームズ小平店 東京都東久留米市前沢5-33-17 042-460-6600

島忠　ホームズ平井店 東京都江戸川区平井6-1-38 03-5247-7722

島忠　ホームズ中野本店 東京都中野区南台5-24-13 03-5328-5731

島忠　ホームズ足立小台店 東京都足立区小台1-17-1 03-5284-2230

島忠　ホームズ仙川店 東京都調布市若葉町2-1-7 03-5314-3300

島忠　ホームズ昭島店 東京都昭島市田中町3-8-5 042-500-2622

島忠　ホームズ東村山店 東京都東村山市久米川町1-36 042-399-8020

島忠　ホームズ町田三輪店 東京都町田市三輪町281-1 044-981-3061

埼玉県

島忠　所沢店 埼玉県所沢市青葉台1336-2 04-2928-2736

島忠　草加店 埼玉県草加市花栗2-7-21 048-944-0511

島忠　エッサン飯能店 埼玉県飯能市緑町18-9 042-974-1755

島忠　大宮本店 埼玉県さいたま市西区三橋5-1555 048-623-3344

島忠　加須店 埼玉県加須市上三俣763 0480-61-4447

島忠　八潮店 埼玉県八潮市大字大曽根1151-1 0489-95-9888

島忠　春日部本店 埼玉県春日部市西八木崎2-8-1 048-755-1005

島忠　越谷店 埼玉県越谷市花田1-24-3 048-963-7855

島忠　和光店 埼玉県和光市南1-4-15 048-467-9011

島忠　新座店 埼玉県新座市東北2-5-26 048-471-1555

島忠　浦和中尾店 埼玉県さいたま市緑区中尾835 048-810-4941

島忠　川口朝日店 埼玉県川口市朝日4-3-14 048-224-3456

島忠　ホームズ川口店 埼玉県川口市芝7229 048-269-1444

島忠　ホームズ宮原店 埼玉県さいたま市北区植竹町1-820-5 048-669-1755

島忠　ホームズ三郷中央店 埼玉県三郷市中央3-33-8 048-949-7570

島忠　ホームズ草加舎人店 埼玉県草加市遊馬町2-1 048-929-7111

島忠　ホームズ浦和南店 埼玉県さいたま市南区内谷7-12-5 048-844-3334

島忠　ホームズ与野店 埼玉県さいたま市中央区新中里3-20-3 048-815-5515

島忠　ホームズ川越的場店 埼玉県川越市的場新町21-4 049-239-0031

島忠　ホームズ川越店 埼玉県川越市小仙波深町691-1 049-225-0666

千葉県

島忠　松戸店 千葉県松戸市古ヶ崎2477-1 047-367-3351

島忠　ホームズ蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町55-3 043-305-1950

島忠　ホームズ幕張店 千葉県習志野市芝園1-4-1 047-408-2250

神奈川県

島忠　横浜店 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3-9-1 045-571-8585

島忠　荏田店 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-14 045-912-7855

島忠　茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市本村4-6-51 0467-54-8311

島忠　東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区平戸町377 045-824-5171

島忠　海老名店 神奈川県海老名市大谷北1-1-1 046-234-5888

島忠　ホームズ相模原店 神奈川県相模原市南区古淵2-9-1 042-704-3550

島忠　ホームズ横須賀店 神奈川県横須賀市平成町2-14-5 046-822-0200

島忠　ホームズ新山下店 神奈川県横浜市中区新山下2-12-34 045-628-6200

島忠　ホームズ新川崎店 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町15-30 045-581-0012

島忠　ホームズ川崎大師店 神奈川県川崎市川崎区中瀬3-20-20 044-280-0551

島忠　ホームズ大和店 神奈川県大和市上和田2670-1 046-279-5051

島忠　ホームズ港北高田店 神奈川県横浜市港北区高田西1-7-41 045-595-1151

Jマート　久米川店 東京都東村山市恩多町2-28 042-394-6724

Jマート　小鹿野店 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野1365 0494-75-0208

Jマート　国分寺店 東京都国分寺市日吉町3-3-9 042-325-2442

Jマート　坂戸店 埼玉県坂戸市にっさい花みず木4-16 049-284-1116

Jマート　三鷹店 東京都三鷹市野崎3-7 0422-30-1111

Jマート　相模湖店 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐871 0426-83-6511

Jマート　長坂店 山梨県北杜市長坂町大八田169 0551-32-0011

Jマート　都留店 山梨県都留市四日市場155-1 0554-20-3600

Jマート　市川大門店 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2457 055-230-3111

Jマート　八田店 山梨県南アルプス市六科493 055-285-5111

Jマート　増穂店 山梨県南巨摩郡富士川町天神中条1054 0556-22-1868

Jマート　富士河口湖店 山梨県南都留郡富士河口湖町船津4910 0555-83-3811

Jマート　万力店 山梨県山梨市万力1921 0553-22-8818

スーパーバリュー  越谷店 埼玉県越谷市下間久里１９７－１ 048-974-7111

スーパーバリュー  戸田店 埼玉県戸田市南町９－２９ 048-434-4955

スーパーバリュー  春日部武里店 埼玉県春日部市大枝３３０－１ 048-731-2515

スーパーバリュー  東所沢店 埼玉県所沢市下安松７８２－１ 04-2951-0505

スーパーバリュー  上尾愛宕店 埼玉県上尾市愛宕３－１－４０ﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗｻﾞ上尾愛宕店１階 048-778-3700

スーパーバリュー  草加店 埼玉県草加市栄町１－９０６－１ 0489-32-5151

スーパーバリュー  入間春日町店 埼玉県入間市春日町１丁目１２－１ 04-2901-0070

さ
行



スーパーバリュー  国立店 東京都国立市谷保３１４３ 042-843-0751

スーパーバリュー  杉並高井戸店 東京都杉並区下高井戸５丁目１２番１２号 03-5316-3033

スーパーバリュー  品川八潮店 東京都品川区八潮５－５－３パトリア品川店内 03-6412-9357

スーパーバリュー  生鮮市場練馬大泉店 東京都練馬区大泉町５ー６－５１ 03-5933-1520

セキチュー高崎 群馬県高崎市飯塚町19-1 027-363-5222

セキチュー桐生南 群馬県桐生市広沢町5-1438-1 0277-53-5222

セキチュー前橋関根 群馬県前橋市関根町1-2-43 027-237-5222

セキチュー中之条 群馬県吾妻郡中之条町青山194-1 0279-75-1225

セキチュー富岡 群馬県富岡市富岡2273-1 0274-64-5640

セキチュー安中 群馬県安中市原市2-1042-1 027-385-1830

セキチュー藤岡インター 群馬県藤岡市中栗須390 0274-22-8000

セキチュー大間々 群馬県みどり市大間々町大間々401-1 0277-73-5222

セキチュー前橋駒形 群馬県前橋市東善町43-1 027-280-8511

セキチュー沼田 群馬県沼田市薄根町3469 0278-24-5222

セキチュー高崎矢中 群馬県高崎市矢中町634-1 027-350-5611

セキチュー伊勢崎茂呂 群馬県伊勢崎市南千木町2272-1 0270-50-8311

セキチュー花園インター 埼玉県深谷市荒川839 048-584-5645

セキチュー狭山北入曽 埼玉県狭山市北入曽720-1 04-2950-0210

セキチュー上尾 埼玉県上尾市須ヶ谷1-240 048-779-5871

セキチュー熊谷小島 埼玉県熊谷市小島770 048-527--6911

セキチュー川越南古谷 埼玉県川越市泉町4-8 049-230-1511

セキチュー東松山高坂 埼玉県東松山市あずま町4-1-1 0493-31-2911

セキチュー鹿沼 栃木県鹿沼市緑町1-3-47 0289-62-1124

セキチュー岡本 栃木県宇都宮市岡本町2140-1 028-673-6971

セキチュー宇都宮駒生 栃木県宇都宮市駒生東原561-1 028-647-0550

セキチュー横浜ＭＭ 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-7 045-228-0411

セキチュー鶴川 東京都町田市金井町1566 042-862-0330

タウン・ドイト　後楽園店 東京都文京区春日１－１６－３０ 03-5842-3926

タウン・ドイト　東向島店 東京都墨田区東向島６－５７－１ 03-5631-3811

ドイト　東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－９－１ 048-686-5601

ドイト　与野店 埼玉県さいたま市中央区円阿弥１－１－３ 048-853-5621

ドイト　戸田店 埼玉県戸田市新曽字稲荷１１９６ 048-444-6720

ドイト　朝霞店 埼玉県朝霞市膝折町２－９－１８ 048-464-5656

ドイト　南砂店 東京都江東区南砂６－７－１５ 03-5677-4715

ドイト　恋ヶ窪店 東京都国分寺市東恋ヶ窪５丁目６番３号 042-329-8011

ドイト　西新井店 東京都足立区西新井本町２－３１－１ 03-3896-6241

ドイト　東久留米店 東京都東久留米市滝山４－１１－２ 0424-76-5531

ドイト　板橋志村店 東京都板橋区志村３－３２－１６ 03-3969-3221

ドイト　豊玉中店 東京都練馬区豊玉中２－２４－２ 03-3991-2411

ドイト　ラパーク  いわき店 福島県いわき市中央台飯野４－１ 0246-46-3511

ドイトプロ　小金井公園店 東京都西東京市新町５－３－１２ 0422-50-0571

神奈川県

ＤＣＭカーマ平塚田村店 神奈川県平塚市田村3丁目5番 0463-51-3611

ＤＣＭホーマック　大井競馬場前店 東京都品川区勝島1丁目6番16号(大井競馬場前ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ　WIRA(ｳｨﾗ)大井１Ｆ） 03-5767-7631

ＤＣＭホーマック　スーパーデポ八王子みなみ野店 東京都八王子市みなみ野1-3-1 042-632-6868

ＤＣＭホーマック　スーパーデポ瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区北新25番1 045-300-6330

ＤＣＭホーマック　スーパーデポ白井店 千葉県白井市笹塚1-2-1 047-498-2222

ＤＣＭホーマック　スーパーデポ野田みずき店 千葉県野田市みずき3-1 04-7121-2788

ＤＣＭホーマック　茂原店 千葉県茂原市木崎字小池2279 0475-26-0001

ＤＣＭホーマック　スーパーデポ上尾店 埼玉県上尾市大字壱丁目字上原397 048-783-8211

ＤＣＭホーマック　春日部店 埼玉県春日部市藤塚2322-1 048-738-1411

ＤＣＭホーマック　阿見店 茨城県稲敷郡阿見町中央7-576-3 029-887-8118

ＤＣＭホーマック　スーパーデポ神栖店 茨城県神栖市大野原4丁目4番30号 0299-91-1001

ＤＣＭホーマック　スーパーデポ鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中2002 0299-84-5111

ＤＣＭホーマック　境店 茨城県猿島郡境町1164番地9 0280-87-6700

ＤＣＭホーマック　筑西横島店 茨城県筑西市横島832番 0296-23-1160

ＤＣＭホーマック　つくば大穂店 茨城県つくば市筑穂1丁目8-8 029-864-7501

ＤＣＭホーマック　つくば梅園店 茨城県つくば市下原３７７－１ 029-839-0151

ＤＣＭホーマック　つくばみらい店 茨城県つくばみらい市絹の台六丁目20 番1 0297-25-2301

ＤＣＭホーマック　取手店 茨城県取手市戸頭字長町1299-4 0297-79-1200

ＤＣＭホーマック　那珂店 茨城県那珂市菅谷1614 029-298-9171

ＤＣＭホーマック　坂東岩井店 茨城県坂東市辺田1104番1 0297-47-5670

ＤＣＭホーマック　スーパーデポひたち野うしく店 茨城県牛久市ひたち野東2丁目6番地3 029-878-2261

ハンディホームセンター　綾瀬店 神奈川県綾瀬市深谷1777 0467-79-5777

ハンディホームセンター　湯河原店 神奈川県足柄下郡湯河原町中央3丁目3-1 0465-63-3651

スーパービバホーム豊洲店 東京都江東区豊洲3丁目4番8号 03-3536-9611

ビバホーム奥戸街道店 東京都葛飾区奥戸2丁目14番28号 03-5654-8911

ビバホーム板橋小豆沢店 東京都板橋区小豆沢三丁目9番4号 03-5914-0411

ビバホーム板橋前野店 東京都板橋区前野町3丁目37番18号 03-5914-3411
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ビバホーム赤羽駅店 東京都北区赤羽1丁目67番58号 ｱﾙｶｰﾄﾞ生活提案館内 03-5249-8011

スーパービバホーム長津田店 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4丁目6番地1 045-988-6311

スーパービバホーム座間店 神奈川県座間市東原一丁目13番1号 046-298-2711

スーパービバホーム長津田店　２Ｆヴィシーズ館 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-6-1 045-988-6331

ビバホーム綾瀬店 神奈川県綾瀬市深谷3734番1号 0467-79-5411

ビバホーム横浜青葉店 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野1-2 045-974-5411

ビバホーム川崎宮前店 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-9-12 044-976-6972

ビバホーム大井町店 神奈川県足柄上郡大井町金子1760-2 0465-83-7740

スーパービバホーム岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区府内３丁目７番１号 048-791-6211

スーパービバホーム埼玉大井店 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡1丁目3番15号 049-278-7911

スーパービバホーム鴻巣店 埼玉県鴻巣市大字箕田1771番地1 048-595-2811

スーパービバホーム三郷店 埼玉県三郷市彦倉2丁目111番地 048-949-5611

スーパービバホーム春日部店 埼玉県春日部市下柳769番地1 048-718-0181

スーパービバホーム深谷店 埼玉県深谷市上柴町東二丁目29番地8 048-551-2311

スーパービバホーム狭山日高ｲﾝﾀｰ飯能店 埼玉県飯能市大字芦苅場字中原446番地 042-983-6411

スーパービバホーム加須店 埼玉県加須市下高柳1丁目7番 0480-67-0911

スーパービバホーム鴻巣店　２Ｆヴィシーズ館 埼玉県鴻巣市大字箕田1771-1 048-595-2818

スーパービバホーム埼玉大井店　２Ｆヴィシーズ館 埼玉県ふじみ野市西鶴ヶ岡1-3-15 0492-78-7931

スーパービバホーム三郷店　２Ｆヴィシーズ館 埼玉県三郷市彦倉2-111 048-949-5631

スーパービバホームさいたま新都心店 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 048-815-6211

ビバホーム志木店 埼玉県志木市柏町一丁目6番75号 048-486-4911

ビバホーム庄和南桜井店 埼玉県春日部市大衾496-12 048-718-2611

ビバホーム浦和さいど店 埼玉県さいたま市緑区道祖土2丁目9番地22号 048-813-8081

ビバホーム武蔵浦和駅店 埼玉県さいたま市南区白幡五丁目16番10号 048-872-2211

ビバホーム上尾店 埼玉県上尾市上304 048-774-1291

ビバホーム草加店 埼玉県草加市谷塚仲町488 048-922-3411

ビバホーム東松山インター店 埼玉県東松山市大字石橋1585番地10 0493-21-6911

ビバホーム日高店 埼玉県日高市大字鹿山551番地 042-984-4711

ビバホーム本庄店 埼玉県本庄市本庄2-3-37 0495-25-7181

スーパービバホームちはら台店 千葉県市原市ちはら台南三丁目21番1 0436-76-8511

スーパービバホーム新習志野店 千葉県習志野市茜浜1丁目1番2号 047-408-2711

ビバホーム君津店 千葉県君津市中野4-8-1 0439-54-3381

ビバホーム横芝店 千葉県山武郡横芝光町横芝2107 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ ｻﾋﾞｱ内 0479-80-0131

ビバホーム作草部店 千葉県千葉市稲毛区作草部2-9-16 043-284-2141

ビバホームあすみが丘店 千葉県千葉市緑区あすみが丘7丁目1番 あすみが丘ﾌﾞﾗﾝﾆｭｰﾓｰﾙ内 043-205-7811

ビバホーム船橋店 千葉県船橋市芝山3-4-1 047-463-4441

ビバホーム長浦店 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前3-13-1 0438-62-8781

ビバホーム柏増尾台店 千葉県柏市増尾台2-31-1 04-7171-2011

ビバホーム江戸川台店 千葉県流山市美原2-3-1 04-7153-7011

ビバホーム流山店 千葉県流山市流山9丁目500番1 04-7157-9911

スーパービバホーム水戸 県庁前店 茨城県水戸市笠原町978番41 029-305-0511

ビバホーム水海道店 茨城県常総市水海道森下町4138-1 0297-23-0141

ビバホーム三和店 茨城県古河市諸川1659-1 0280-76-6633

ビバホーム竜ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町228 0297-65-4710

ビバホーム古河店 茨城県古河市旭町1-2-3 0280-31-9611

スーパービバホーム高崎店 群馬県高崎市大八木町622番1 027-370-3711

ビバホーム藪塚店 群馬県太田市大原町1110 0277-78-4381

ビバホーム館林店 群馬県館林市高根町743番8 0276-76-2111

スーパービバホーム那須塩原店 栃木県那須塩原市豊浦字豊浦12番地1 0287-60-7411

スーパービバホーム小山店 栃木県小山市喜沢1475番地 0285-20-1511

スーパービバホーム足利堀込店 栃木県足利市堀込町字宮前250番1 0284-70-5420

ビバホーム足利店 栃木県足利市葉鹿町2-24-4 0284-62-6331

ビバホーム壬生店 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち1-3382-22 0282-86-6111

ビバホーム鹿沼店 栃木県鹿沼市睦町字川西城下287-1 0289-60-2411

ビーバートザン厚木 神奈川県厚木市戸田24-1 046-228-3324

ビーバートザン鶴見駒岡 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-3-5 045-576-0039

ビーバートザン秦野 神奈川県秦野市平沢1744-1 0463-83-5600

ビーバートザン小田原 神奈川県小田原市板橋191-1-1 0465-23-3611

ビーバートザン五月台 神奈川県川崎市麻生区五力田1-20-1 044-986-4100

ビーバートザン富水 神奈川県小田原市堀之内334 0465-37-5500

ビーバートザン経堂 東京都世田谷区経堂4-42-10 03-5426-1301

ムラウチホビー秋川店 東京都あきる野市秋川5-2-3 042-559-3881

ムラウチホビー恩方店 東京都八王子市西寺方町353 042-651-9000

ムラウチホビー西八王子店 東京都八王子市散田町5-3-1 042-666-3911 

ムラウチホビー八王子店 東京都八王子市大和田町5-9-7 042-644-0231

ムラウチホビー吉野店 東京都青梅市梅郷5-1110-1 0428-76-3911

ホームセンター山新　土浦店 茨城県土浦市東真鍋町3-4 029-823-4701

ホームセンター山新　多賀店 茨城県日立市千石町4-5-3 0294-35-1521

ホームセンター山新　勝田店 茨城県ひたちなか市笹野町2-9-12 029-274-4511
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ホームセンター山新　日立神峯店 茨城県日立市本宮町4-26-11 0294-24-6843

ホームセンター山新　水戸赤塚店 茨城県水戸市大塚町字新堂1859-1 029-253-3916

ホームセンター山新　下館店 茨城県筑西市下岡崎3-12-1 0296-24-9511

ホームセンター山新　水戸駅南店 茨城県水戸市千波町字かち道909 029-241-9982

ホームセンター山新　勝田田彦店 茨城県ひたちなか市田彦1594-1 029-275-0221

ホームセンター山新　鉾田店 茨城県鹿島郡鉾田町新鉾田2-19-3 0291-32-4245

ホームセンター山新　石岡店 茨城県石岡市八軒台5-46 0299-24-3431

ホームセンター山新　佐原･東店 茨城県稲敷市西台1457 0299-78-3734

ホームセンター山新　大宮店 茨城県常陸大宮市泉409 0295-53-7600

ホームセンター山新　常陸太田店 茨城県常陸太田市中城町西鯉沼3000-1 0294-72-8000

ホームセンター山新　笠間店 茨城県笠間市箱田字元〆905-5 0296-73-0888

ホームセンター山新　友部店 茨城県西茨城郡友部町旭町484 0296-70-5511

ホームセンター山新　ｸﾞﾗﾝｽﾃｰｼﾞ水戸店 茨城県水戸市酒門町上千束3234-1 029-246-1111

ホームセンター山新　結城店 茨城県結城市結城字新福寺8184-1 0296-20-8822

ホームセンター山新　水戸渡里店 茨城県水戸市渡里町4086 029-222-9300

ホームセンター山新　ｸﾞﾗﾝｽﾃｰｼﾞつくば店 茨城県つくば市面野井字登戸44 029－849-2222

ホームセンター山新　下妻店 茨城県下妻市古沢223 0296-30-7100

ホームセンター山新　龍ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市中里2丁目1番地 0297-60-0011

ホームセンター山新　宇都宮店 栃木県宇都宮市凌瀬町177-1 028-614-1515

ホームセンター山新　益子店 栃木県芳賀郡益子町益子2024 0285-70-3737

埼玉県

ロイヤルホームセンター東松山店 埼玉県東松山市東平2374 0493-39-5201

ロイヤルホームセンター北本店 埼玉県北本市本宿5-172-1 048-590-6644

ロイヤルホームセンター川越店 埼玉県川越市的場831 049-237-8133

ロイヤルホームセンター越谷店 埼玉県越谷市相模町1-258 048-985-3600

ロイヤルホームセンター新座店 埼玉県新座市馬場4-6-15 048-478-9200

茨城県

ロイヤルホームセンター土浦店 茨城県土浦市生田町9-37 029-823-4681

ロイヤルホームセンター牛久店 茨城県牛久市中央3-2 029-874-6591

栃木県

ロイヤルホームセンター小山店 本館:栃木県小山市西城南3-1-9 0285-27-2111

千葉県

ロイヤルホームセンター野田店 千葉県野田市七光台4番2ｲｵﾝﾀｳﾝ野田七光台Ｂ棟 04-7127-8777

ロイヤルホームセンター柏店 千葉県柏市大山台2丁目4番地 04-7136-9333

ロイヤルホームセンター南増尾店 千葉県柏市南増尾７丁目９－２６ 04-7178-0170

ロイヤルホームセンター松戸みのり店 千葉県松戸市稔台417 047-331-0911

ロイヤルホームセンター白井店 千葉県白井市冨士137-2 047-441-7222

ロイヤルホームセンター習志野店 千葉県習志野市東習志野６丁目７-１５ 047-403-1311

ロイヤルホームセンター佐倉店 千葉県佐倉市石川543－1 043-483-7220

ロイヤルホームセンター千葉北店 千葉県千葉市稲毛区六方町75-1 043-304-3711

ロイヤルホームセンター千葉店 千葉県千葉市若葉区若松町2126-1 043-232-7881

ロイヤルホームセンター千葉みなと店 千葉県千葉市美浜区新港170番1 043-204-1077

神奈川県

ロイヤルホームセンター梶ヶ谷店 神奈川県川崎市宮前区野川99-1 044-852-6381

ロイヤルホームセンター宮前平店 神奈川県川崎市宮前区土橋1-1-6 044-853-2311

ロイヤルホームセンター相模原橋本店 神奈川県相模原市緑区西橋本３丁目９番８号 042-771-4411

ロイヤルホームセンター横浜四季の森店 神奈川県横浜市旭区上白根３丁目４１番１号 045-958-1277

ロイヤルホームセンター伊勢原店 神奈川県伊勢原市板戸8 0463-92-8021

ロイヤルホームセンター戸塚深谷店 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1051-1 045-858-3801

ロイヤルホームセンター港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台6-21-1 045-833-5156

ロイヤルホームセンター藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂新町４丁目１番１号 0466-31-6311

ロイヤルホームセンター湘南大磯店 神奈川県中郡大磯町高麗3-4-17 0463-33-8851

ら
行

や
行


