
ハウスオブローゼ カテプリ新さっぽろ店 北海道 札幌市厚別区厚別中央二条5-7 カテプリ新さっぽろ店B1F

ハウスオブローゼ 札幌パセオ店 北海道 札幌市北区北六条西2-1-1 札幌パセオEAST 1F

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

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

ハウスオブローゼ札幌丸井今井店 北海道 札幌市中央区南一条西2-11　丸井今井札幌本店　一条館6F

ハウスオブローゼ札幌東急店 北海道 北海道札幌市中央区北四条西2-1　東急百貨店さっぽろ店6F

TSUTAYA　美しが丘店 北海道 札幌市清田区美しが丘3条4丁目1-10

ハウスオブローゼ旭川エムアイプラザ店 北海道 旭川市宮下通7丁目2番5号 　イオンモール旭川駅前 2階

ハウスオブローゼ函館丸井今井店 北海道 函館市本町32-15　丸井今井函館店5F

コーチャンフォー旭川店 北海道 旭川市宮前1条2丁目4-1

さくら野百貨店　弘前店 青森県 弘前市城東北3-10-1　さくら野百貨店　弘前店　3F住生活ボディケア

和のくらし　小袖 岩手県 盛岡市南大通1-6-9

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B1F

ハウスオブローゼ仙台セルバ店 宮城県 仙台市泉区泉中央1-4-1　セルバ4F

ハウスオブローゼコーナー 仙台三越店 宮城県 仙台市青葉区一番町4-8-15 仙台三越6F

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

美容室LIBERTY 秋田県 秋田市御所野堤台2丁目6-130

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

ハウスオブローゼ津田沼イトーヨーカドー店 千葉県 習志野市津田沼1-10-30　イトーヨーカドー津田沼店1F

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

Zawariii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3F(チバコトラボ内) NEW

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 流山市西初石6-185-2

Circus（サーカス） 埼玉県 川越市脇田町105 アトレ4F

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

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

ハウスオブローゼ　大宮そごう店 埼玉県　 さいたま市大宮区桜木町1-6-2　そごう大宮店7F

ハウスオブローゼコーナー 渋谷東急東横店 東京都 渋谷区渋谷2-24-1 東急百貨店東横店南館8Ｆ

ネイティブコットン渋谷ヒカリエＳｈｉｎＱｓ店 東京都 渋谷区渋谷２丁目２１番１号 渋谷ヒカリエＳｈｉｎＱｓ　５Ｆ

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

㈱丸善ジュンク堂書店　池袋店 東京都 豊島区南池袋2-25-5　藤久ビル東5号館B1/2F

ハウスオブローゼ赤羽アピレ店 東京都 北区赤羽西1-5-1　赤羽アピレ2F

ハウスオブローゼ浅草松屋店 東京都 台東区花川戸1-4-1　松屋浅草店1F

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

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　目黒アトレ店 東京都 品川区上大崎2-16-9　アトレ目黒1A館3F

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 五反田レミィ店 東京都 品川区東五反田2-1-2 レミィ五反田6Ｆ 

SHINA 二子玉川店 東京都 世田谷区玉川2-21-1　二子玉川ライズ・S.C. タウンフロント5F

ハウスオブローゼ三軒茶屋店 東京都 世田谷区太子堂4-1-1　東急ストア三軒茶屋店1F

店　舗　名 住　　　所
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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

ヘンゼル＆グレーテル　成城本店 東京都 世田谷区成城6-5-34　成城コルティ２Ｆ

TOKYO RELAXING エキュート東京店 東京都 千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内1Fサウスコート

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

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

ハンズEXPO東急プラザ銀座店 東京都 中央区銀座5-2-1 東急プラザ７F NEW

ロッテ免税店　銀座 東京都 中央区銀座5-2-1 　東急プラザ9F

ハウスオブローゼ 銀座マロニエゲート店 東京都 中央区銀座3-2-1 銀座マロニエゲート2 4Ｆ

ハウスオブローゼコーナー 日本橋高島屋店 東京都 中央区日本橋2-4-1 高島屋日本橋店7F

MUCCO 人形町店（株式会社ミヤギ） 東京都 中央区日本橋人形町2-4-3

エスエルファーマシー 東京都 中央区明石町8-1　聖路加ガーデン　聖路加タワー2階 NEW

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6F 

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

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IMA2F

ハウスオブローゼ府中伊勢丹店 東京都 府中市宮町1-41-2　伊勢丹府中店6F

ハウスオブローゼ 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1F

ハウスオブローゼ 町田東急ツインズ店 東京都 町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズイースト2Ｆ

notanova久美堂玉川学園前店 東京都 町田市玉川学園2-21-9 NEW

ハウスオブローゼひばりヶ丘パルコ店 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 調布パルコ店 東京都 調布市小島町1-38-1 調布パルコ5F

ハウスオブローゼ聖蹟桜ヶ丘京王店 東京都 多摩市関戸1-10-1　京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターB館2F

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 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

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 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

Zawariii　ミーツ国分寺店 東京都 国分寺市本町3-1-1　ミーツ国分寺A-3F NEW

ハウスオブローゼ　甲府岡島店 山梨県 甲府市丸の内1-21-15　岡島百貨店1F

有隣堂 ルミネ横浜店 神奈川県 横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜店6F

ハウスオブローゼ青葉台東急スクエア店 神奈川県 横浜市青葉区青葉台2-1-1　青葉台東急スクエア本館3F

ハウスオブローゼたまプラーザ東急店 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1-7　東急百貨店たまプラーザ店4F

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 

TSUTAYA　横浜みなとみらい店 神奈川県 横浜市西区みなとみらい4-7-1　ミッドスクウェア1F NEW

ハウスオブローゼコーナー 港南台高島屋店 神奈川県 横浜市港南区港南台3-1-3　高島屋港南台店1F

ハウスオブローゼ　溝の口ノクティ1店 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口1-3-1　ノクティプラザ1-4F

ハウスオブローゼ平塚ラスカ店 神奈川県 平塚市宝町1-1　平塚ラスカ1F

ハウスオブローゼ茅ヶ崎ラスカ店 神奈川県 茅ヶ崎市元町1-1　茅ヶ崎ラスカ4F

ハウスオブローゼ 大船ルミネウィング店 神奈川県 鎌倉市大船1-4-1 大船ルミネウィング5F

ハウスオブローゼ小田原ダイナシティ店 神奈川県 小田原市中里208　小田原ダイナシティ　ウエストモール4F

ハウスオブローゼ小田原ラスカ店 神奈川県 小田原市栄町1-1-9　小田原ラスカ5F

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
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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

ハウスオブローゼららテラス武蔵小杉店 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

粋屋　新百合ヶ丘店 神奈川県 川崎市麻生区麻生1-1-1　新百合ヶ丘OPA B1F

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

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

ハウスオブローゼ 海老名マルイファミリー店 神奈川県 海老名市中央1-6-1 マルイファミリー海老名店2F

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 水戸エクセル店 茨城県 水戸市宮町1-1-1 水戸エクセル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 

ハウスオブローゼつくばクレオスクエアキュート店 茨城県 つくば市吾妻1-6-1　つくばクレオスクエアキュート2F

ハウスオブローゼ　高崎高島屋店 群馬県 高崎市旭町45　高崎高島屋

キレイ堂 富山県 富山市花園町3丁目２－７

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

クラージュ(ダイユウ大勇家具) 新潟県 十日町市寿町3-10-20

平安堂　あづみ野店 長野県 安曇野市豊科南穂高1115

平安堂　若槻店 長野県 長野市稲田1-14-21

平安堂　諏訪店 長野県 諏訪市四賀2326-1

白秀堂 長野県 佐久市岩村田5015-5

ライフスタイルショップ　エンヤ 愛知県 額田郡幸田町菱池菅田10

ｎｉｄｏ ｂｙ honey bee project 青杏+ 愛知県 豊川市千歳通4-18　アイレクステラス

豊川堂ささじまライブ　グローバルゲート店 愛知県 名古屋市中村区平池町4-60-12　グローバルゲート2F

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　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

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

グッドモーニングソルテ　名古屋パルコ店 愛知県 名古屋市中区栄3-29-1　名古屋ﾊﾟﾙｺ 西館 B1F

ハウスオブローゼコーナー 名古屋三越店 愛知県 名古屋市中区栄3-5-1 名古屋栄三越6F

TSUTAYAバロー戸田店 愛知県 名古屋市中川区戸田明正2-110

ハウスオブローゼコーナー 豊田松坂屋店 愛知県 豊田市西町6-85-1 松坂屋豊田店6F

SHINA　プライムツリー赤池 愛知県 日進市赤池　プライムツリー赤池1F　106区画

Futura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3F　未来屋書店長久手店内

ハウス オブ ローゼ 稲沢リーフウォーク店 愛知県 稲沢市長野7-1-2 リーフウォーク稲沢 138区画

TSUTAYA春日井店 愛知県 春日井市美濃町2-3

ハウスオブローゼ岐阜高島屋店 岐阜県 岐阜市日ノ出町2-25　高島屋岐阜店8F

りぐる（株式会社中川商店） 静岡県 沼津市大手町3-5-22

リーフとモモ 静岡県 浜松市西区和地町2949 浜名湖ぬくもりの森

ハウスオブローゼ静岡松坂屋店 静岡県 静岡市葵区御幸町10-2　松坂屋静岡店　本館7F

ハウスオブローゼ静岡伊勢丹店 静岡県 静岡市葵区呉服町1-7　静岡伊勢丹6F

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

ハウスオブローゼ四日市近鉄店 三重県 四日市市諏訪栄町7-34　近鉄百貨店四日市店5F

TSUTAYAミタス伊勢店 三重県 伊勢市船江1丁目10-21
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東急ハンズ　京都店 京都府 京都市下京区四条烏丸東入長刀鉾町27番地 NEW

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 NEW

JEUGIA Basic 京都府 京都市下京区四条烏丸東入長刀鉾町38 京都フコク生命1F・BF

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

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

京都しゃぼんやタワーサンド店 京都府 京都市下京区東塩小路町721-1京都タワーサンド1F

くろちく　青龍苑 京都府 京都市東山区清水三丁目334　青龍苑内　

舞扇堂　祇園店 京都府 京都市東山区祇園町南側579番地

BBON京都河原町OPA店 京都府 京都市中京区河原町通四条上ル　京都OPA　地下1F

京都しゃぼんや 京都府 京都市中京区三条通高倉東入桝屋町55番地

丸善 京都本店 京都府 京都市中京区山崎町251 京都BAL B1F

kyo･miori　京都柳小路店 京都府 京都市中京区中之町577-21

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

ふたば書房　ゼスト御池店 京都府 京都市中京区寺町御池下る下本能寺前町492-1　ゼスト御池地下街内 NEW

(有)洛楽 京都府 京都市右京区嵯峨天龍寺芒の馬場町３－１８

ホテルビナリオ嵯峨嵐山　雑貨販売コーナー tutti嵯峨野 京都府 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4 NEW

INOBUN（イノブン）北山店 京都府 京都市左京区下鴨南芝町39-1

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

TSUTAYA　AVI福知山店 京都府 福知山市東羽合149

ふたば書房　大津西武店 滋賀県 大津市におの浜2-3-1　大津西武百貨店　６F NEW

ふたば書房　草津近鉄店 滋賀県 草津市渋川1丁目1-50　近鉄百貨店草津店4F NEW

FUTABA+　垂水店 兵庫県 神戸市垂水区神田町1-20　プリコ垂水　西館

ハウスオブローゼ住吉リブ店 兵庫県 神戸市東灘区住吉本町1-2-1

ハウスオブローゼ　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4F

NAGASAWA さんちか店 兵庫県 神戸市中央区三宮町1丁目10番1号 さんちか3番街 

ＣＯＴＯＤＥＣＯ御影 兵庫県 神戸市東灘区御影中町3-2-1 御影クラッセ １F

ラ・パステルアスパ高砂店 兵庫県 高砂市緑丘2-1-40　イオン高砂アスパ2F

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

TSUTAYA篠山店 兵庫県 篠山市東吹字行石ノ坪406-1

ハウスオブローゼ奈良近鉄店 奈良県 奈良市西大寺東町2-4-1　近鉄百貨店奈良店5F

ハウスオブローゼ橿原近鉄店 奈良県 橿原市北八木町3-65-11　近鉄百貨店橿原店5F

ミニョン香芝 奈良県 香芝市磯壁3丁目40-1　じゃんぼスクエア香芝1F

ハウスオブローゼコーナー 梅田大丸店 大阪府 大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店12F

ハウスオブローゼコーナー 梅田阪神店 大阪府 大阪市北区梅田1-13-13 阪神百貨店梅田本店7F

グッドモーニング 大阪ルクア店 大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F 

ハウスオブローゼ　大阪ディアモール店 大阪府 大阪市北区梅田1丁目　大阪駅前ダイヤモンド地下街3号　ディアモール大阪

心斎橋スタンダードブックストア 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2-2-12　ｸﾘｽﾀｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ1F．BF

ハウスオブローゼ　天王寺ミオ店 大阪府 大阪市天王寺区悲田院町10-39　天王寺ミオ9F

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
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店　舗　名 住　　　所

TSUTAYA東香里店 大阪府 枚方市東香里3-3-13

TSUTAYA貝塚26号店 大阪府 貝塚市石才163

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

TSUTAYA和泉26号線店 大阪府 大阪府和泉市富秋町2丁目8-17

ZAEARIII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 NEW

東急ハンズ江坂店　ヘルス&ビューティー 大阪府 吹田市豊津町9-40 NEW

うさぎや 岡南店 岡山県 岡山市北区下石井1丁目2番1号

うさぎや　倉敷西店 岡山県 倉敷市西阿知町362-1

うさぎや　倉敷店 岡山県 倉敷市笹沖508

㈱今井書店　青杏+錦町店 鳥取県 米子市錦町3-90

TSUTAYA角盤町店 鳥取県 米子市角盤町4-41

ハートランドマミー 鳥取店 鳥取県 鳥取市商栄町203－6

ビーワイ ヨシダ 鳥取県 倉吉市昭和町1-107

青杏+SHIMATORI米子店 鳥取県 米子市新開2-3-10　本の学校内 NEW

多山文具　東広島店 広島県 東広島市西条町御薗宇4405 フジグラン東広島2F

ハウスオブローゼ福山天満屋ポートプラザ店 広島県 福山市入船町3-1-25　天満屋ポートプラザ店1F

ハウスオブローゼ広島そごう店 広島県 広島市中区基町6-27　そごう広島店　本館7F

ハウスオブローゼ広島福屋駅前店 広島県 広島市南区松原町9-1　福屋広島駅前店6F 

ハウスオブローゼ　広島アルパーク店 広島県 広島市西区草津新町2-26-1　アルパーク東棟E館3F

ハウスオブローゼ広島アルパーク天満屋店 広島県 広島県広島市西区井口明神1-16-1　天満屋広島アルパーク店1F

ハウスオブローゼ　呉ゆめタウン店 広島県 呉市宝町5-10 ゆめタウン呉 １Ｆ

ダレン・アーモンド曙店 広島県 福山市曙町6-4-18 NEW

ハウスオブローゼそごう徳島店 徳島県 徳島市寺島本町西1-5　そごう徳島店6Fインテリア雑貨売場

ハウスオブローゼ 徳島ゆめタウン店 徳島県 板野郡藍住町奥野字東中須88-1 ゆめタウン徳島１Ｆ

今井書店AREA 島根県 出雲市渡橋町1066　イオンモール出雲3F

ギフトギャラリーオズ出雲店 島根県 出雲市大津朝倉3-5-3

今井書店 青杏＋　出雲店 島根県 出雲市高岡町1237-1 NEW

ギフトギャラリーオズ新下関店 山口県 下関市伊倉新町2-2-11

クロスランド周南㈱十字屋 山口県 下松市望町2-4-9

ギフトギャラリーオズ岩国店 山口県 岩国市南岩国町2-5-38

ギフトギャラリーオズ　イオンタウン防府店 山口県 防府市鐘紡町7-1-112　イオンタウン防府

TSUTAYAベルパルレ川東店 愛媛県 新居浜市郷1-1-3

ハウスオブローゼ松山三越店 愛媛県 松山市一番町3-1-1　松山三越5F

TSUTAYA　WILL三津店 愛媛県 松山市大可賀2-8-15

merle（メルル） 愛媛県 松山市南江戸2丁目7-15

TSUTAYA南国店 高知県 南国市篠原194-1

TSUTAYA野市店 高知県 香南市野市町西野2094-1

TSUTAYA高松サンシャイン通り店 香川県 高松市林町2217-21

文具生活リトルノ高松本店 香川県 高松市朝日町3-448-20

ジョリーメゾンplus 香川県 高松市丸亀町7-16 MARUGAMEMACHI GREEN西館3F
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スキレット高松レインボー店 香川県 高松市多肥下町473-2

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

ハウスオブローゼ　鳥栖フレスポ店 佐賀県 鳥栖市本鳥栖町字下鳥栖537-1　フレスポ鳥栖1F

かがし屋　筑後店 福岡県 筑後市大字長浜2364番地

SOHO ウエストコート姪浜店 福岡県 福岡市西区内浜1丁目7-3 ウエストコート姪浜 レジャービル1F

ハウスオブローゼ　木の葉モール橋本店 福岡県 福岡市西区橋本2-27-2　木の葉モール橋本1F

ハウスオブローゼコーナー 博多阪急店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多阪急7F リビング売場

ハウスオブローゼ 博多マイング店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街1-1 マイング内

Stylo＋　博多店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街9-1　ＫＩＴＴＥ博多（博多マルイ）　６F NEW

ギフトギャラリーオズひびきの店 福岡県 北九州市若松区小敷333

石丸文行堂 行橋店 福岡県 行橋市西宮市3-8-1　ゆめタウン行橋2F

文具のたまおき 本店 福岡県 飯塚市堀池179-2

㈱積文館書店　八女店 福岡県 八女市大島182-1

イルビグ熊本三年坂店 熊本県 熊本市中央区安政町1-2　カリーノ下通2F

デサキ熊本菊陽店 熊本県 菊池郡菊陽町原水大字津久礼2648番

TSUTAYA桜の森店 熊本県 熊本市東区桜木6-6-1

鶴屋百貨店 熊本県 熊本市中央区手取本町6-1 本館１階　婦人用品

イルビグ宮崎高千穂通り店 宮崎県 宮崎市橘通東4丁目8-1　カリーノ宮崎B1F

おしゃれの泰徳 長崎県 佐世保市本島町３－１２

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3F

石丸文行堂 長与店 長崎県 西彼杵郡長与町北陽台1-1-1 イオンタウン長与内

ハウスオブローゼ　大分トキハわさだ店 大分県 大分市大字玉沢字楠本755-1　トキハわさだ店3F

ハウスオブローゼ　大分トキハ店 大分県 大分県大分市府内町2-1-4　トキハ5F

株式会社しんぷく　本店 鹿児島県 鹿児島市上之園町9-8

株式会社しんぷく　卸本町店 鹿児島県 鹿児島市南栄6丁目1-5

ハウスオブローゼ　沖縄リウボウ店 沖縄県 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 リウボウ6F　

ハウスオブローゼ　那覇メインプレス店 沖縄県 那覇市おもろまち4-4-9　那覇メインプレイス1F
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