
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東急店 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

コーチャンフォー新川通り店 北海道 札幌市北区新川三条18-1

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

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

TSUTAYA小樽店 北海道 小樽市稲穂5-10-1

江別　蔦屋書店 北海道 江別市牧場町14-1

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

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

エムズエクスポ盛岡店 岩手県 盛岡市みたけ3-36-1

エムズデポ桜台店 岩手県 花巻市桜台1-12-12

ブックポートネギシ本店 岩手県 大船渡市大船渡町野々田12-2

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藤崎店 宮城県 仙台市青葉区一番町3-2-17　藤崎大町館　4F

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

蔦屋書店　多賀城市立図書館 宮城県 多賀城市中央2-4-3　多賀城駅北ビルA棟

美容室LIBERTY 秋田県 秋田市御所野堤台2丁目6-130

岩瀬書店八木田店 福島県 福島市八木田字並柳163-1

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

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

坂本紙店 福島県 いわき市平1-15

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

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

ハウスオブローゼ市川シャポー店 千葉県 市川市市川1-1-1　シャポー市川B1F

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 流山市西初石6-185-2

蔦屋書店　茂原店 千葉県 茂原市六ツ野八貫野2785番1

Circus（サーカス） 埼玉県 川越市脇田町105 アトレ4F

ハウスオブローゼ新越谷ヴァリエ店 埼玉県 越谷市南越谷1-11-4　新越谷ヴァリエ3F

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

雄飛堂薬局　原山2号店 埼玉県　 さいたま市緑区原山4-4-1

雄飛堂薬局　浦和原山店 埼玉県　 さいたま市緑区原山4-4-1

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

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
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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

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

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

ハウスオブローゼ浅草松屋店 東京都 台東区花川戸1-4-1　松屋浅草店1F

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

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 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　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

雄飛堂薬局　奥沢店 東京都 世田谷区奥沢5-12-13

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

雄飛堂薬局　秋葉原店 東京都 千代田区神田和泉町1-13-1　水戸部ビル1F

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

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 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

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

雄飛堂薬局　王子本町店 東京都 北区王子本町1-19-12

雄飛堂薬局　千駄木店 東京都 文京区向丘2-14-6

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

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

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

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

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 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

TSUTAYA小山ロブレ店 栃木県 小山市中央町3-7-1　ロブレ小山2F

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 
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未来屋書店　土浦店 茨城県 土浦市上高津367　イオンモール土浦3F

柳正堂書店 オギノバリオ店 山梨県 甲府市朝気3-1-12オギノイーストモールSCバリオ1F

インクポット昭和店 山梨県 中巨摩郡昭和町西条道川５０４４

平安堂　伊那店 長野県 伊那市福島234-1

平安堂　長野店 長野県 長野市南千歳1丁目1-1　ながの東急百貨店別館ｼｪﾙｼｪ2・3階

笠原書店　レイクウォーク店 長野県 岡谷市銀座1-1-5　レイクウォーク岡谷内

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

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

Art-K 富山県 富山市辰巳町1丁目3-27

Super KaBoS大和田店 福井県 福井市大和田2-1234

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 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

東急ハンズアネックス 愛知県 名古屋市中区錦3-5-4　東急ハンズアネックス6F

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

TSUTAYAバロー戸田店 愛知県 名古屋市中川区戸田明正2-110

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

TSUTAYA春日井店 愛知県 春日井市美濃町2-3

TSUTAYA瀬戸店 愛知県 瀬戸市西本地町2丁目222番地1

正文館書店　知立八ツ田店 愛知県 知立市八ツ田町曲がり57-1

りぐる（株式会社中川商店） 静岡県 沼津市大手町3-5-22

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

藤枝NIMUS ㈱ニシムラ 静岡県 藤枝市志太1-6-50

TSUTAYAミタス伊勢店 三重県 伊勢市船江1丁目10-21

エスパスホームデコア鈴鹿店 三重県 鈴鹿市末広南1-1-15

エスパスホームデコア津店 三重県 津市渋見町554-71

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

イノブン四条本店 京都府 京都市下京区御旅町26

さんび堂 京都府 京都市下京区室町通綾小路下ル白楽天町504

よしとよ　京都駅店 京都府 京都市下京区烏丸通東塩小路町901京都駅ﾋﾞﾙ　ｻﾞ・ｷｭｰﾌﾞ1F　おみやげ小路　京小町北館

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

アバンティブックセンター京都店 京都府 京都市南区東九条西山王町31　KYOTO　AVANTI 6F

あぶらとり紙象 祇園店 京都府 京都市東山区祇園町北側

舞扇堂　祇園店 京都府 京都市東山区祇園町南側579番地
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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

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

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

イノブン北山店 京都府 京都市左京区下鴨南芝町39-1

KIFUNE　COSMETICS & GALLERY 京都府 京都市左京区鞍馬貴船町27

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1-1-1

TSUTAYA　AVI福知山店 京都府 福知山市東羽合149

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

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

TSUTAYA BOOK GARAGE枚方ベルパルレ店 大阪府 枚方市宮之阪4-28-12

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

パルネット狭山店 大阪府 大阪狭山市茱萸木7-1175

千里阪急ハウスオブローゼコーナー 大阪府 豊中市新千里東町1-5-1　千里阪急3F

アバンティブックセンター藤井寺店 大阪府 藤井寺市岡2丁目10-11

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 

NAGASAWA神戸煉瓦倉庫店 兵庫県 神戸市中央区東川崎町1-5-5　ハーバーランド煉瓦倉庫南棟

アミーゴ書店舞多聞店 兵庫県 神戸市垂水区舞多聞東2丁目1-45　ブルーメ舞多聞2F

ミモザ西神戸店 兵庫県 神戸市西区玉津町高津橋117-1

ステフォレnino 兵庫県 加古川市加古川町篠原町21-8

ステフォレ加古川店 兵庫県 加古川市加古川町北在家793-1

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

SHINA三田阪急店 兵庫県 三田市駅前町2番1号　三田阪急 2F

ペンテラス和歌山 和歌山県 和歌山市松江向鵜ノ島1469-1

うさぎや岡山東店 岡山県 岡山市中区浜２丁目4-17

ミモザ岡山大安寺店 岡山県 岡山市北区野殿西町332-7

ミモザ東岡山店 岡山県 岡山市中区長岡462-1

ミモザ鳥取店 鳥取県 鳥取市千代水2-73

ハートランドマミー 鳥取店 鳥取県 鳥取市商栄町203－6

青杏+SHIMATORI米子店 鳥取県 米子市新開2-3-10　本の学校内

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

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　呉ゆめタウン店 広島県 呉市宝町5-10 ゆめタウン呉 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
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宮脇書店　徳山店 山口県 周南市周陽1-2-23

セレンディップ明屋書店ゆめタウン徳山店 山口県 周南市青山町1番18号　ゆめタウン徳山2F

宮脇書店　宇部店 山口県 宇部市東梶返3-17-7

明屋書店　萩店 山口県 萩市大字土原字川島沖田４７４

ミモザ新下関店 山口県 下関市石原２７２

セレンディップ明屋書店　アエル店 愛媛県 松山市大街道2-5-12

TSUTAYAベルパルレ川東店 愛媛県 新居浜市郷1-1-3

文具生活　松山ジョープラ店 愛媛県 松山市朝生田町5丁目1-25　ジョー・プラ2F

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

TSUTAYA中万々店 高知県 高知市中万々809

内田文昌堂 高知県 高知市本町1-3-21

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

成豊堂 香川県 高松市番町2-4-4

文具生活　丸亀店 香川県 丸亀市土器町東8丁目23

文具館チャーリー鴨島店 徳島県 吉野川市鴨島町中島489-3

TSUTAYA MARK IS 福岡ももち店 福岡県 福岡市中央区地行浜2丁目30-24　MARK IS 福岡ももち　2F

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

ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰｸｴｽﾄ門司大里店 福岡県 北九州市門司区上馬寄1-16-5

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

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

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

田中書店イオンモール都城駅前店 宮崎県 都城市栄町4672-5

石丸文行堂本店 長崎県 長崎市浜町8-32

TSUTAYA BOOK STOREみらい長崎COCOWALK店 長崎県 長崎県長崎市茂里町1番55号

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

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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