北海道

東北

関東

東急札幌店
タオル売場

011-212-2487
(2457)

札幌市中央区北４条西
２丁目１番地

札幌三越
タオル売場

011-222-8886
(8885)

札幌市中央区南１条西
３丁目８番地

www.tokyu-dept.co.jp/sapporo

Coach & Four
011-769-2000
新川通店

札幌市北区新川３条
１８丁目１番１号

Coach & Four
011-817-2000
ﾐｭﾝﾍﾝ大橋店

札幌市豊平区中の島１条
１3 丁目１番１号

Coach & Four
011-889-2100
美しが丘店

札幌市清田区美しが丘１条
５丁目２番１号

Coach & Four
0166-76-4200
旭川店

旭川市宮前通西 4155 番 3

Coach & Four
0157-57-1133
北見店

北見市並木町 521-4

Do morient

011-615-7031

札幌市中央区南１条西
19 丁目 1-253
maruyama-class 2F

TIME & TIDE
セルバ店

022-374-8301

仙台市泉区泉中央 1 丁目 4-1 http://www.fukuya-japan.co.jp
セルバ 4F

TIME & TIDE
イオンモール
石巻店

0225-98-7951

石巻市茜平四丁目 104 番地
http://www.fukuya-japan.co.jp
イオンモール石巻 2F

リアルスタイル
仙台店

022-711-6260

宮城県仙台市青葉区大町
1-1-18 西欧館 1F

http://www.real-style.jp/

東急ハンズ
新宿店

03-5361-3111

東京都渋谷区千駄ヶ谷
5-24-2
タイムズスクエアビル 4F

http://www.tokyu-hands.co.jp/

Floyd
KITTE
丸の内店

03-6256-0906

東京都千代田区丸の内 2-7-2
http://www.ﬂoyd.jp/
JP タワー KITTE3F

西武池袋本店
ギフトサロン

03-3981-0111

東京都豊島区南池袋 1-28-1
https://www2.seibu.jp/ikebukuro/
西武池袋本店ギフトサロン
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www.coachandfour.ne.jp

http://www.domorient.com/

関東

中部

近畿

Tokyo's Tokyo
東急プラザ
03-6438-9201
表参道原宿店

東京都渋谷区神宮前 4-30-3

Tokyo's Tokyo
羽田空港
03-6428-8732
ターミナル店

東京都大田区羽田空港 3-4-2 http://www.tokyo-airport-bldg.
co.jp/shops̲and̲restaurants/
2 旅客ターミナル
store/299/
マーケットプレイス 3 階

恵比寿三越
1F クロスイー

03-5423-1111

東京都渋谷区恵比寿 4-20-7 http://mitsukoshi.mistore.jp/
store/ebisu/
恵比寿三越 1F クロスイー

ぶぶ

03-3662-4001

東京都中央区日本橋富沢町
2-1 タキビル 1F

島忠ホームズ
草加舎人店

048-929-7122

埼玉県草加市遊馬町 2-1

www.shimachu.co.jp

葉山ガーデン
クイーンズ
イースト店

045-640-1710

神奈川県横浜市西区
みなとみらい 2-3
クイーンズイースト B1

http://www.hayamagarden.co.jp/

メナード美術館 0568-75-5787

愛知県小牧市小牧 5 丁目
250 番地

http://museum.menard.co.jp/

リアルスタイル
名古屋東店

052-705-8136

愛知県名古屋市天白区鴻の巣
http://www.real-style.jp/
1-215

リアルスタイル
金沢店

076-241-9888

石川県金沢市神田 2-3-1

http://www.real-style.jp/

any time
知立店

0566-83-6001

愛知県知立市長篠町大山
18-1 ギャラリエアピタ
知立店東館

http://www.ma-faveur.co.jp

Floyd
THE WAY

0545-81-3322

静岡県富士市木島南原 780
富士川 SA 上り

http://www.ﬂoyd.jp/

antina
gift studio
大丸梅田店

06-6345-6212

大阪市北区梅田 3−1−1
大丸大阪梅田店 15Ｆ

www.antina.jp

京都市南区西九条院町 17
新・都ホテル B1F

http://kyoto-craft.jp/

京都クラフトマート
新・都ホテル 075-671-8528
京都店

02

http://omohara.tokyu-plaza.com/
lifestyle/803/

近畿

四国

京都クラフトマート
ウェスティン
075-762-0055
都ホテル京都店

京都市東山区三条蹴上
ウェスティン都ホテル京都

あべのハルカス
近鉄本店
06-6624-1111
タオル売り場

大阪市阿倍野区阿倍野筋
1-1-43

西村屋

0773-23-9820

京都府福知山市昭和町 78

にしむら

0773-42-0569

京都府綾部市駅前通 33

cosha

089-921-3121

愛媛県松山市朝生田町
7-1-14 1F-C

https://cosha.jp/

福岡県八女市本村 415-1

www.drainbowehon.com

ダブルレインボー 0943-22-4585

九州

http://abenoharukas.d-kintetsu
.co.jp

くじめ屋

0979-22-0921

大分県中津市下池永 50-6

http://www.waraoha.jp/

gashu

096-228-8812

熊本市中央区上通 1-26
aune KUMAMOTO 4Ｆ

www.k-gashu.jp/

宮崎県都城市若葉町
92-1-10

http://un-petit-peu13.petit.cc

un petit peu… 0986-26-5566

九州

http://kyoto-craft.jp/

アフランシール

0982-53-3859

宮崎県日向市亀崎東 1 丁目
116

http://www.affranchir-shop.com/

伊万里ギフト

0955-22-2222

長崎県伊万里市新天町坂口
88-1

http://www.okurannet.com

三越伊勢丹

ブライダルカタログ

大丸松坂屋

慶弔カタログ

http://www.tiearibbon.com/

ワタベ
ウェディング

Tie a RibbOn

http://www.tiearibbon.com/

カタログ

ネット
通販
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ネット
通販

utika

ギフトショッピングﾞサイト

http://utika.net

Fix 40

Dia a dia

http://www.rakuten.ne.jp/gold/
diaadia/
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