
ハウスオブローゼ札幌大丸店 北海道 札幌市中央区北五条西4-7　大丸札幌店7F

中川政七商店 札幌ステラプレイス店 北海道 札幌市中央区北五条西2丁目　ステラプレイスセンター3F　区画C-3-12

札幌三越　ハウスオブローゼコーナー 北海道 札幌市中央区南一条西3-8　札幌三越8F

ハウスオブローゼ函館駅前ビル店 北海道 函館市若松町16-10　函館駅前ビル2階

未来屋書店　旭川駅前店 北海道 旭川市宮下通7-2-5　イオンモール旭川駅前　3F

川徳ハウスオブローゼコーナー 岩手県 盛岡市菜園1-10-1　川徳5F

ハウスオブローゼ 仙台エスパル店 宮城県 仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台店1F

TODAY’s LIFE 仙台 宮城県 仙台市青葉区一番町３丁目１１－１５　仙台フォーラスB1

ステーショナリー＆ギフトpapyruss 福島県 いわき市常磐下船尾町古内296

スパリゾートハワイアンズ 福島県 いわき市常磐藤原町蕨平50

雄飛堂いわき医療センター前店 福島県 いわき市内郷御厩町久世原244-1

坂本紙店 福島県 いわき市平1-15

郡山うすい　ハウスオブローゼコーナー 福島県 郡山市中町13-1　うすい百貨店7F

ハウスオブローゼ 柏高島屋ステーションモール店 千葉県 柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモール6F 

ハウスオブローゼコーナー 千葉そごう店 千葉県 千葉市中央区新町1000番地 そごう千葉店7F

中川政七商店　ペリエ千葉店 千葉県 千葉市中央区新千葉1-1-1　ペリエ千葉1F

ハウスオブローゼ稲毛ペリエ店 千葉県 千葉市稲毛区稲毛東3-19-11　ペリエ稲毛　コムスクエア

船橋東武　ハウスオブローゼコーナー 千葉県 船橋市本町7-1-1　東武百貨店船橋店4F

ビューティデリbyﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ 流山おおたかの森SC店 千葉県 流山市おおたかの森南1-5-1　流山おおたかの森S・C　1F

インキューブ　ユニモちはら台店 千葉県 市原市ちはら台西3-4　ユニモちはら台　1F

インキューブ千葉ニュータウン店 千葉県 印西市中央北3-2イオンモール千葉ニュータウン 1階

ハウスオブローゼ 大宮ルミネ2店 埼玉県 さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮2 1F

浦和伊勢丹　ハウスオブローゼコーナー 埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-15-1　伊勢丹浦和店6F 

Circus（サーカス） 埼玉県 川越市脇田町105 アトレ4F

所沢西武　ハウスオブローゼコーナー 埼玉県 所沢市日吉町12-1　西武所沢店2F

未来屋書店　羽生店 埼玉県 羽生市川崎２丁目２８１−３ イオンモール羽生2F

ハウスオブローゼ草加ヴァリエ店 埼玉県 草加市氷川町1970　東武草加ヴァリエ　ヴァリエ2

中川政七商店　東京本店 東京都 千代田区丸の内2丁目7番2号　KITTTE 4F

神保町いちのいちグランスタ丸の内店 東京都 千代田区丸の内1-9-1　JR東日本東京駅構内地下1F改札外

神保町いちのいち有楽町店 東京都 千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館1階

ビューティデリ お茶の水店 東京都 千代田区神田駿河台4丁目3

中川政七商店　渋谷店 東京都 渋谷区渋谷２丁目２4番１2号　渋谷スクランブルスクエア11F

雄飛堂薬局　渋谷店 東京都 渋谷区渋谷3-9-6

小田急百貨店 新宿店 東京都 新宿区西新宿1-1-3 小田急百貨店 新宿店 5F呉服売り場

ハウスオブローゼコーナー 新宿京王店 東京都 新宿区西新宿1-1-4 京王百貨店新宿店6F

中川政七商店ルミネ新宿店 東京都 新宿区西新宿1-1-5　ルミネ新宿　ルミネ１　６F

ハウスオブローゼ 荻窪ルミネ店 東京都 杉並区上荻1-7-1 ルミネ荻窪店1F

ハウスオブローゼ 大井町アトレ店 東京都 品川区大井1-2-1 アトレ大井町3F 

ハウスオブローゼ　+Q(プラスク）スタイル　五反田東急スクエア店 東京都 品川区東五反田2-1-2　+Q(プラスク）スタイル　五反田東急スクエア店　2F 

ハウス オブ ローゼ　Carrot St. SANCHA店 東京都 世田谷区太子堂4-1-1　キャロットタワー1F

ハウスオブローゼ 二子玉川ﾗｲｽﾞﾄﾞｯｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ店 東京都 世田谷区玉川2-23-1 二子玉川ライズ ドッグウッドプラザ店3Ｆ

中川政七商店　二子玉川ライズ店 東京都 世田谷区玉川2-21-1　二子玉川ライズ　タウンフロント　3Ｆ
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神保町いちのいち　経堂店 東京都 世田谷区経堂2-1-33　経堂コルティ2階

ハウスオブローゼ 北千住ルミネ店 東京都 足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店6F

中川政七商店　GINZA　SIX店 東京都 中央区銀座6丁目10番1号　4F

中川政七商店　ルミネ池袋店 東京都 豊島区西池袋1-1-11　ルミネ池袋7F

ハウスオブローゼコーナー 池袋東武店 東京都 豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店池袋店 中央館7F 

ハウスオブローゼコーナー 池袋西武店 東京都 豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 本館7F

明屋書店　中野BW店 東京都 中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3F

雄飛堂薬局　LaLa赤羽店 東京都 北区赤羽2-16-3

ハウスオブローゼ　光が丘IMA店 東京都 練馬区光が丘5-1-1　光が丘IMA　2F

上野松坂屋　ハウスオブローゼコーナー 東京都 台東区上野3-29-5　松坂屋上野店本館2Ｆ

日本市　羽田空港第２ターミナル店 東京都 大田区羽田空港3-4-2　東京モノレール羽田空港第2ビル駅B1

ハウスオブローゼ 吉祥寺アトレ店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺店B1

雄飛堂薬局　吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町2-16-17-102

武蔵野市薬剤師会調剤薬局 東京都 武蔵野市境南町2-28-14

ハウスオブローゼ 立川ルミネ店 東京都 立川市曙町2-1-1 ルミネ立川店7Ｆ

ハウスオブローゼ　立川伊勢丹店 東京都 立川市曙町2-5-1　伊勢丹立川店6F

京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店 東京都 多摩市関戸1-10-1　京王ショッピングセンターＡ館3階

ハウスオブローゼ　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2F

ハウスオブローゼ 国分寺セレオ店 東京都 国分寺市南町3-20-3　国分寺セレオ4Ｆ

ハウスオブローゼ セレオ八王子店 東京都 八王子市旭町1-1　セレオ八王子北館6Ｆ

ハウスオブローゼ　調布パルコ店 東京都 調布市小島町1-38-1　調布パルコ5F

ハウスオブローゼ町田ルミネ店 東京都 町田市原町田6-1-11　ルミネ町田5階

ハウスオブローゼコーナー 横浜そごう店 神奈川県 横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6F 

ハウスオブローゼコーナー 横浜高島屋店 神奈川県 横浜市西区南幸1丁目6番31号 高島屋横浜店7F

ハウスオブローゼ上大岡ウィング店 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-6-1　ウィング上大岡2F

中川政七商店　たまプラーザテラス 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1-1-2　たまプラーザテラス　ゲートプラザ　1F

ハウスオブローゼ 川崎アトレ店 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎1F

ららテラス武蔵小杉ハウスオブローゼ 神奈川県 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららテラス武蔵小杉1F

ハウスオブローゼ 新百合ヶ丘エルミロード店 神奈川県 川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘エルミロード4F

中川政七商店　川崎ラゾーナ店 神奈川県 川崎市幸区堀川町72-1　三井ショッピングパーク　ラゾーナ川崎プラザ２F

中川政七商店　湘南テラスモール店 神奈川県 藤沢市辻堂神台1-3-1　テラスモール湘南1F

ふじさわ小田急　ハウスオブローゼコーナー 神奈川県 藤沢市南藤沢21-1　小田急百貨店ふじさわ　1F

ハウスオブローゼ横須賀モアーズシティ店 神奈川県 横須賀市若松町2-30　横須賀モアーズシティ4F

ハウスオブローゼコーナー宇都宮福田屋店 栃木県 宇都宮市今泉町237　福田屋宇都宮3F

ハウスオブローゼコーナー 水戸京成百貨店 茨城県 水戸市泉町1-6-1 水戸京成百貨店6F 

未来屋書店　土浦店 茨城県 土浦市上高津367イオン土浦SC3F

中川政七商店　高崎オーパ店 群馬県 高崎市八島町46番1　高崎オーパ2F

ながの東急百貨店　ハウスオブローゼコーナー 長野県 長野市南千歳1-1-1　ながの東急百貨店　本館5F　家庭用品売場

平安堂　長野店 長野県 長野県長野市南千歳1-1-1　ながの東急百貨店 ｼｪﾙｼｪ2Ｆ／3Ｆ

白秀堂 長野県 佐久市岩村田５０１５－５

平安堂　飯田店 長野県 飯田市鼎名古熊６６０-１

ハウスオブローゼコーナー 新潟伊勢丹店 新潟県 新潟市中央区八千代1-6-1 新潟伊勢丹5F
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bAz bAz高岡店 富山県 高岡市福岡町大滝175

bAz bAz富山ファボーレ店　 富山県 富山市婦中町下轡田165番地1　フューチャーシティーファボーレ　1F

Super KaBoS大和田店 福井県 福井市大和田2-1234

中川政七商店　金沢百番街Rinto店 石川県 金沢市木ノ新保町 1-1　金沢百番街Rinto

東急ハンズ名古屋店 愛知県 名古屋市中村区名駅 1-1-4　JR名古屋タカシマヤ内 5F

ハウスオブローゼ 名古屋高島屋店 愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋高島屋9Ｆ

ハウスオブローゼ　ヒルズウォーク徳重 愛知県 名古屋市緑区鳴海町18-44　ヒルズウォーク徳重ガーデンズ1F

中川政七商店ラシック店 愛知県 名古屋市中区栄3-6-1　LACHIC6F

豊田Ｔ-ＦＡＣＥ　ハウスオブローゼ 愛知県 豊田市若宮町1丁目57-1　8階

未来屋書店　長久手店 愛知県 長久手市長久手中央土地区画整理地内　イオンモール長久手4F

㈱日美　HAIR SUN'S 愛知県 愛知県知多市日長台174-S2

四葉商会　清水店 静岡県 静岡市清水銀座14-13

四葉商会　新静岡店 静岡県 静岡市伝馬町2-3

ハウスオブローゼコーナー 浜松遠鉄店 静岡県 浜松市中区旭町12-1 遠鉄百貨店新館5F

アマノ高丘店 静岡県 浜松市中区高丘2-12-10

アマノ布橋店 静岡県 浜松市中区布橋1丁目15番3号

アマノ入野店 静岡県 浜松市西区入野町6491-3

アマノ有玉店 静岡県 浜松市東区有玉北町1833-1

アマノ三方原店 静岡県 浜松市北区三方原町1950-1

京都大丸　ハウスオブローゼコーナー 京都府 京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地　大丸京都店4F

INOBUN（イノブン）　四条本店 京都府 京都市下京区四条通河原町西入ル御旅町26

中川政七商店　ラクエ四条烏丸店 京都府 京都市下京区四条通り室町東入函谷鉾町101　B1

ＪＲ京都伊勢丹ナチュラルコスメ 京都府 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町　JR京都伊勢丹3階

よしとよ　京都駅店 京都府 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901京都駅ビル ザ・キューブ1F　おみやげ小路 京小町北館内

ホテル日航プリンセス京都 京都府 京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地

あぶらとり紙象 京都府 京都市東山区祇園町北側253

舞扇堂　錦店 京都府 京都市中京区麩屋町東入鍛冶屋町218-2

よしとよ　嵐山店 京都府 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町20番地10-1

ふたば書房　山科駅前店 京都府 京都市山科区安朱中小路町5　ビエラ山科2F

未来屋書店　高の原店 京都府 木津川市相楽台1丁目1-1

遊中川　ルクア店 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F

紀伊國屋書店グランフロント大阪店 大阪府 大阪市北区大深町4-20　グランフロント大阪ショップ＆レストラン南館6F

ハウスオブローゼコーナー あべのハルカス近鉄店 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店タワー館10Ｆ

ハウスオブローゼ　京橋京阪モール店 大阪府 大阪市都島区東野田2-1-38　京阪モール1F

中川政七商店　大丸心斎橋店 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋１丁目７−１　大丸　大阪・心斎橋店　新本館8階

中川政七商店　なんばパークス店 大阪府 大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス　5F

パルネット ベルマージュ堺店 大阪府 堺市堺区田出井町１番 ベルマージュ堺2F

中川政七商店 分店 旅　大阪国際空港店 大阪府 豊中市蛍池西町3-555　大阪国際空港　北ターミナル2階　制限エリア

ナガサワ文具センター本店 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-6-18　ジュンク堂書店三宮店内3F東側

ナガサワ文具センター　パピオス明石店 兵庫県 明石市大明石町一丁目6-1　パピオスあかし２階　ジュンク堂書店明石店　内

ハウスオブローゼ　ピオレ明石店 兵庫県 明石市大明町1-1-23　ピオレ明石西館

中川政七商店　西宮ガーデンズ店 兵庫県 西宮市高松町14-2阪急西宮ガーデンズ　3Ｆ
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中川政七商店　奈良蔦屋書店 奈良県 奈良市三条大路1丁目691-1　1F

中川政七商店　イオンモール岡山店 岡山県 岡山市北区下石井１丁目２−１ イオンモール岡山2F

うさぎや　岡山店 岡山県 岡山市北区今8丁目15-28

うさぎや　岡山東店 岡山県 岡山市中区浜2-4-17

うさぎや　倉敷西店 岡山県 倉敷市西阿知町362-1

天満屋津山店　ハウスオブローゼコーナー 岡山県 津山市新魚町17番地　天満屋 津山店 2F

中川政七商店　広島T-SITE店 広島県 広島市西区扇2丁目1-4　T-SITE 1F

多山文具ゆめタウン広島店 広島県 広島市南区皆実町2-8-17　ゆめタウン広島店3Ｆ

天満屋広島緑井店ハウスオブローゼコーナー 広島県 広島市安佐南区緑井5-22-1　天満屋広島緑井店3F

今井書店吉成店　青杏+ 鳥取県 鳥取市叶310

ビーワイ　ヨシダ 鳥取県 倉吉市昭和町1-107

今井書店 青杏＋　出雲店 島根県 出雲市高岡町1237-1

文具生活　松山パルティフジ衣山店 愛媛県 松山市衣山1丁目188

文具生活　高知店 高知県 高知市小倉町3-30　フジグラン葛島5F

成豊堂 香川県 高松市番町2-4-4

ティーズステーショナリーショップ 香川県 綾歌郡宇多津町浜二番丁16　イオンタウン宇多津2F

中川政七商店アミュプラザ博多店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街1-1　JR博多シティ1F

中川政七商店　福岡パルコ店 福岡県 福岡市中央区天神2丁目11-1　福岡パルコ 新館B1F

雑貨館インキューブ天神店 福岡県 福岡市中央区天神2-11-3　ソラリアステージビル3F

ハウスオブローゼ　イオンタウン黒崎店 福岡県 北九州市八幡西区西曲里町3-1　イオンタウン黒崎店2Ｆ

文具のたまおき本店 福岡県 飯塚市堀池179-2

㈱かがし屋　　筑後店 福岡県 筑後市大字長浜2364番地

中川政七商店　アミュプラザくまもと店 熊本県 熊本市西区春日3-15-26　アミュプラザくまもと2F

石丸文行堂　夢彩都店 長崎県 長崎市元船町10-1　ゆめタウン夢彩都　3階

中川政七商店　アミュプラザおおいた店 大分県 大分市要町1-14アミュプラザおおいた1F

㈱しんぷく　卸本町店 鹿児島県 鹿児島市卸本町7-7

未来屋書店　沖縄ライカム店 沖縄県 中頭郡北中城村アワセ4街区　イオンモール沖縄ライカム1F
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