ヒグチユウココラボ商品取扱い店舗一覧

2020/6/19

北海道・東北地方
販売店名

住所

電話番号

大丸藤井セントラル

北海道札幌市中央区南1条西3-2

011-231-1131

ウサミコハタ

北海道帯広市西20条南3-28-14

015-558-6001

札幌ロフト

北海道札幌市中央区北五条西2-1-1 エスタ6F

011-207-6210

コーチャンフォー 新川通り店

北海道札幌市北区新川3条18

011-769-2000

コーチャンフォーミュンヘン大橋店

北海道札幌市豊平区中の島1条13

011-817-2000

紀伊國屋書店 札幌本店

北海道札幌市中央区北5条西5-7 sapporo55

011-231-2131

雑貨店feve

北海道札幌市白石区東札幌2-2-1-9

011-887-0330

八戸 彩画堂

青森県八戸市城下1-2-10

0178-24-4222

さわや書店�ORIORI店

岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44 盛岡駅ビル・フェザン本館3F

019-613-6464

エムズエクスポ盛岡店

岩手県盛岡市みたけ3-36-1

019-648-6666

虹画堂

岩手県盛岡市本町通1-16-4

019-622-8521

平金商店 パステル館

岩手県盛岡市肴町8-18

019-652-2881

ボイス

岩手県北上市九年橋3-7-11

0197-63-8041

大きな青い馬

宮城県仙台市青葉区上杉1-3-12

022-261-4784

オフィスベンダー 文具の杜

宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 アエル4F

022-723-8020

アークオアシス仙台泉店

宮城県仙台市泉区大沢3-9-1 ホームセンタームサシ2F

022-771-2080

猫専門またたび堂

宮城県仙台市青葉区一番町3-8-1 ラヴェルヴィ1F

022-302-6925

あゆみBOOKS 仙台一番町店

宮城県仙台市青葉区一番町4-5-13 サンシャインビル1F

022-211-6961

青葉画荘

宮城県仙台市若林区卸町2-8-3

022-231-4225

仙台ロフト

宮城県仙台市青葉区中央1-10-10

022-224-6210

仙台画材サンタロット

宮城県仙台市青葉区大町2-12-16 エスパシオ大町II 1F

022-264-3051

かぎしっぽ

秋田県秋田市濁川字菅場6-59

018-874-8361

まちの雑貨屋chotto futto

山形県山形市七日町3-2-8

023-631-2503

八文字屋天童店

山形県天童市鍬ノ町2-3-43

023-658-8811

みずほ八文字屋

山形県酒田市みずほ2-19-10

0234-22-3144

栄町オサダ

福島県会津若松市中町1-4 オサダビル1F

0242-26-5675

販売店名

住所

電話番号

新潟ロフト店

新潟県新潟市中央区万代1-5-1 ラブラ万代5F

025-245-6210

三宮商店

新潟県新潟市中央区東堀通6番町1040

025-222-3625

アークオアシス新潟店

新潟市中央区姥ヶ山45-1 スーパーセンタームサシ2F

025-287-2311

文信堂長岡店

新潟県長岡市城内町1-611-1 CoCoLo長岡内

0258-36-1360

キレイ堂

富山県富山市花園町3-2-7

076-425-2875

アークオアシス金沢店

石川県金沢市高柳町1-1-1

076-251-1634

NBC CARTOLERIA 金沢店

石川県金沢市香林坊1-1-1 香林坊大和7F 紀伊國屋書店内 文房具売場

076-220-1300

ぺきん堂

山梨県甲府市中央2-9-18

055-232-3881

インクポット 昭和店

山梨県中巨摩郡昭和町西条5044

055-240-7500

インクポット 石和店

山梨県笛吹市石和町窪中島105-1

055-262-6200

ブックス宮田店

長野県上伊那郡宮田村6681

0265-96-0719

BOOKSえみたす アピタ御嵩店

岐阜県可児郡御嵩町御嵩町上恵土1052-1 ラスパ御嵩2F

0574-66-5351

インク 清水町・卸団地店

静岡県駿東郡清水町卸団地244

055-971-4336

長島文宝堂 コンテ

静岡県御殿場市萩原517

0550-70-1801

BOOKSえみたす アピタ浜北店

静岡県浜松市浜北区貴布祢1200

053-584-6301

ロフト名古屋

愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク内

052-219-3000

中善楽器

愛知県西尾市鶴ケ崎町4-9

0563-56-3939

TSUTAYA春日井店

愛知県春日井市美濃町2-3

0568-35-5900

注文の多い雑貨店

愛知県名古屋市名東区一社1-121 井上ビル1F東

052-753-9849

精文館書店 尾張一宮店

愛知県一宮市羽衣2-5-1

0586-26-1616

精文館書店 三ノ輪店

愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺16-1

0532-66-2447

精文館書店 蒲郡三谷店

愛知県蒲郡市三谷北通6-228

0533-66-3618

精文館書店 豊橋本店

愛知県豊橋市広小路1-6

0532-54-2362

精文館書店 新豊田店

愛知県豊田市広路町1-15

0565-33-3322

BOOKSえみたす 長久手店

愛知県長久手市市が洞2-1308

0561-62-2626

BOOKSえみたす 稲沢東店

愛知県稲沢市長野7-1-2

0587-22-7161

BOOKSえみたす アピタ江南西店

愛知県江南市松竹町上野205 ヴィアモールアピタ 西

0587-56-8060

販売店名

住所

電話番号

Sunny Sunday

茨城県常陸太田市東一町2295-2

0294-72-3025

ジョイフル2 ひたちなか店

茨城県ひたちなか市新光町34-1

029-264-2300

ジョイフル2 守谷店

茨城県守谷市松ヶ丘3-8

0297-48-8050

ジョイフル2 荒川沖店

茨城県土浦市中村南3-4-9

029-841-3511

上野文具 本店

栃木県宇都宮市池上町5-2

028-633-6181

ジョイフル2 宇都宮店

栃木県河内郡上三川町磯岡421-1

0285-55-2272

ヴィシーズ 高崎店

群馬県高崎市上中居町487-1

027-310-6011

ジョイフル2 新田店

群馬県太田市新田市野井町592-13

0276-30-9166

信州・北陸・東海地方

関東地方

松島紙店

群馬県館林市緑町2-23-1 マツシマビル1F

0276-75-2600

東急ハンズ 大宮店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 DOMショッピングセンター4･5F

048-640-7111

ヴィシーズ 三郷店

埼玉県三郷市ピアラシティ1-1-140

048-949-5631

大宮ロフト

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 そごう大宮店8F

048-643-6210

ジョイフル2 幸手店

埼玉県幸手市上高野1258-1

0480-40-4161

アルス画房

埼玉県熊谷市鎌倉町152

048-521-2112

ヴィシーズ 鴻巣店

埼玉県鴻巣市大字箕田1771-1

048-595-2818

ひまわり画材

埼玉県新座市野火止6-2-19

048-480-5747

世界堂 新所沢パルコ店

埼玉県所沢市緑町1-2-1 新所沢パルコLet's館3F

04-2903-6161

ヴィシーズ 埼玉大井店

埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡1-3-15

049-278-7931

所沢ロフト

埼玉県所沢市日吉町12-1

04-2929-6210

ヴィシーズ 加須店

埼玉県加須市下高柳1-29 ビバモール加須1番街

0480-76-3211

CROSSBOOKS 松原店

埼玉県草加市松原1-1-1

048-944-5177

いしど画材

千葉県柏市柏1-4-5

04-7167-1410

東美�柏駅前店

千葉県柏市旭町1-1-12

047-147-6992

ジョイフル2 千葉ニュータウン店

千葉県印西市牧の原2-1

0476-40-7500

千葉ロフト

千葉県千葉市中央区新町1000 そごう千葉店8F

043-248-6210

ジョイフル2 富里店

千葉県富里市七栄525-24

0476-92-7721

東急ハンズ 柏店

千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモール S館専門店7F・8F

04-7141-6111

幕張 蔦屋書店

千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心グランドモール1F

043-306-7361

田中金華堂

東京都台東区台東4-9-3

03-3831-1471

東美�上野駅前店

東京都台東区上野7-6-7 橋本ビル3F

03-3843-1885

レモン画翠

東京都千代田区神田駿河台2-6-12

03-3295-4681

文房堂

東京都千代田区神田神保町1-21-1

03-3291-3441

文房堂 西武池袋店

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店7F 趣味・雑貨売場

03-5949-2826

池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9階〜12階

03-5960-6210

世界堂 池袋パルコ店

東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ6F

03-3989-1515

文化学園 購買部

東京都渋谷区代々木3-22-1

03-3299-2034

世界堂 新宿本店

東京都新宿区新宿3-1-1 世界堂ビル3F

03-5379-1111

世界堂 西口文具店

東京都新宿区西新宿1-11-11

03-3346-1515

渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1

03-3462-3807

Tools ルミネエスト新宿店�

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト6F

03-3352-7437

吉祥寺ロフト

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1

0422-23-6210

東美�八王子店

東京都八王子市横山町8-5

0426-44-8216

ジョイフル2 瑞穂店

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷442

042-568-2031

世界堂 聖蹟桜ヶ丘アートマン店

東京都多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘SC・A館
京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店 3F

042-337-2583

世界堂 町田店

東京都町田市原町田4-2-1

042-710-5252

世界堂 立川北口店

東京都立川市曙町2-4-5 CROESUS TACHIKAWA 5F

042-519-3366

コーチャンフォー 若葉台店

東京都稲城市若葉台2-9-2

042-350-2828

東急ハンズ 池袋店

東京都豊島区東池袋1-28-10

03-3980-6111

有限会社 勝文堂

東京都調布市小島町1-38-1

042-482-2833

ボリス雑貨店

東京都渋谷区神宮前4-16-2

03-6804-1674

Paper Wall エキュート品川店

東京都港区高輪3-26-27 JR品川駅構内 エキュート品川2F

03-3443-2800

Paper Wall エキュート立川店

東京都立川市柴崎町3-1-1 JR立川駅改札外 エキュート立川3F

042-521-5259

オリオン書房 ノルテ店

東京都立川市曙町2-42-1�パークアベニュー3F

042-522-1231

伊東屋 玉川店

東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋SC南館3F

03-3708-1721

Tools お茶の水店

東京都千代田区神田駿河台2-1-30

03-3295-1438

Tools 横浜ジョイナス店

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナスB1F

045-321-6728

画�路

神奈川県大和市西鶴間1-7-6

046-276-2829

文教堂 溝ノ口本店

神奈川県川崎市高津区久本3-1-28

044-812-0063

世界堂 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8F

045-444-2266

横浜ロフト

神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店7F

045-440-6210

世界堂 ルミネ藤沢店

神奈川県藤沢市藤沢438-1 ルミネ藤沢4F

0466-29-9811

ヴィシーズ 長津田店

神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-6-1

045-988-6331

世界堂 相模大野店

神奈川県相模原市南区相模大野3-9-1 相模大野岡田屋モアーズ4F

042-740-2222

販売店名

住所

電話番号

画房 巽

京都府京都市西京区桂南巽町137-2

075-392-8075

バックス画材

京都府京都市左京区一乗寺樋ノ口町11

075-781-9105

画箋堂 河原町五条 本店

京都市下京区河原町通五条上る西橋詰町752

075-341-3288

画箋堂 京都精華大学 購買部

京都府京都市左京区岩倉木野町137

075-722-7311

京都ロフト

京都府京都市中京区河原町通三条下ル大国町58 ミーナ京都内4F〜6F

075-255-6210

アークオアシス京都八幡店

京都府八幡市欽明台北3-1 ホームセンタームサシ2F

075-982-2037

前川太市商店

京都府福知山市駅南町2-261

0773-23-3211

カワチ�阪急三番街店

大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館 B1F

06-6372-3888

トゥールズ 大阪梅田店

大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街B1F・B2F

06-6372-9272

梅田ロフト

大阪府大阪市北区茶屋町16-7

06-6359-0111

近畿地方

高槻ロフト

大阪府高槻市白梅町4-1 高槻阪急3F

072-684-2980

ユーアーツ

大阪府大阪市中央区難波千日前3-10

06-6631-5600

ヴィシーズ 寝屋川店

大阪府寝屋川市寝屋南2-22-1

072-880-1031

カワチ�あべのHoop店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 Hoop 6F

06-6625-1800

東急ハンズあべのキューズモール店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモールB1F

06-6645-0109

東急ハンズ江坂店

大阪府吹田市豊津町9-40

06-6338-6161

イトーオフィスサービス

兵庫県宍粟市山崎町中広瀬117-12

0790-62-0126

カワチ�三宮店

兵庫県神戸市中央区下山手通り2-10-1 5Cフロア

078-333-1358

ナガサワ文具 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3F

078-321-4500

末積製額

兵庫県神戸市中央区三宮町3-2-2

078-331-1309

神戸ロフト

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館1F〜4F

078-272-6210

アークオアシス姫路店

兵庫県姫路市広畑区夢前町3-1-7

079-238-6346

東急ハンズ姫路店

兵庫県姫路市駅前町188-1ピオレ姫路 ピオレ1�5F

079-223-5001

JUNK★(ジャンク)

兵庫県美方郡香美町香住区香住1252-2

0796-36-3822

リブロ 西明石店

兵庫県明石市小久保2-7-20 プリコ西明石2F

078-926-0214

アイボリー画材

奈良県奈良市船橋町7

0742-22-5944

BOOKSえみたす 西大和店

奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台1-1-1 ラスパ西大和店1F

0745-71-2000

白石画材

和歌山県和歌山市湊通丁南1-8

073-422-5700

販売店名

住所

電話番号

うさぎや岡南店

岡山県岡山市南区千鳥町1-17

086-262-8989

うさぎや岡山東店

岡山県岡山市中区浜2-4-17

086-271-8989

うさぎや倉敷店

岡山県倉敷市笹沖508

086-421-8989

東急ハンズ岡山店

岡山県岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山4F

086-801-0109

ピカソ画房 広島市立大学売店

広島県広島市安佐南区大塚東3-4-14

082-848-8295

コーナーショップモノオト

広島県広島市安佐南区毘沙門台東1-7-35

082-962-7886

東急ハンズ広島店

広島県広島市中区八丁堀16-10

082-228-3011

広島ロフト

広島県広島市中区基町6-27 そごう広島店新館8F

082-512-7590

うさぎや 福山南店

広島県福山市川口町4-20-17

084-999-8989

パレット画材店

山口県周南市若宮町2-27

0834-21-8022

文榮堂 ゆめタウン山口店

山口県山口市大内千坊6-9-1

083-928-7760

ミマ画材

徳島県徳島市中通町3-24

088-653-4294

文具館チャーリー 沖浜店

徳島県徳島市問屋町3

088-625-2411

成豊堂

香川県高松市番町2-4-3

087-851-5941

文具生活リトルノ 高松本店

香川県高松市朝日町3-448-20

087-880-7301

東急ハンズ松山店

愛媛県松山市湊町5-1-1いよてつ髙島屋本館7F

089-909-5105

販売店名

住所

電話番号

山本文房堂

福岡県福岡市中央区大名2-4-32

092-751-4342

文具のたまおき宗像店

福岡県宗像市くりえいと1-4-5

0940-38-0215

天神ロフト

福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25

092-724-6210

東急ハンズ博多店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多シティ1〜5F

092-481-3109

インキューブ天神

福岡県福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージビル

092-753-9613

東美 福岡店

福岡県福岡市早良区西新7-1-1

092-822-7113

文具のたまおき 本店

福岡県飯塚市堀池179-2

0948-22-2950

ブ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

093-372-6602

積文館 高田店

福岡県みやま市高田町大字濃施367

0944-22-2169

積文館 鹿島店

佐賀県鹿島市大字高津原字四本松3639-1

0954-63-5139

石丸文行堂 本店

長崎県長崎市浜町8-32

095-828-0140

長崎大村クリップス

長崎県大村市東本町604

0957-52-3860

蔦屋BOOK STORE させぼ五番街店

長崎県佐世保市新港町3-1

0956-59-5151

甲玉堂

熊本県熊本市中央区上通町1-18

096-355-0246

文林堂 本店

熊本県熊本市中央区新町2-7-16

096-355-0274

ミドリネコ舎

熊本県熊本市新大江1-17-10 K2ビル1F

096-342-8657

長崎書店

熊本県熊本市中央区上通町6-23

096-353-0555

東急ハンズ熊本店

熊本県熊本市中央区手取本町6-1鶴屋百貨店 東館6F

096-351-0109

コトブキヤ文具店 本店

大分県大分市中央町3-5-8

097-534-3933

中国・四国地方

九州・沖縄地方

