お取扱い店様（敬称略）

住所

電話番号

北海道・東北
リトルリプル札幌新川店

〒001-0925 北海道札幌市北区新川五条16-6-5

011-764-5980

マリエッタ北彩都店

〒078-8336 北海道旭川市南６条通１８丁⽬北彩⼾ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

0166-37-4700

ａｔ ｈｏｍｅ．オリエントパーク日和田店

〒963-0534 福島県郡山市日和田町字前田90-1

024-973-8410

デコール仙台店

〒980-0021 宮城県仙台市⻘葉区中央1-1-1ｴｽﾊﾟﾙ仙台1F

022-721-8581

有楽町ロフト

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-3有楽町インフォス1階

03-5223-6210

プランツプランツ東急ハンズ銀座店

〒104-0061 東京都中央区銀座2-2-14ﾏﾛﾆｴｹﾞｰﾄ東急ﾊﾝｽﾞ9F

070-65626081

フォーアニュ北千住マルイ店

〒120-0034 東京都⾜⽴区千住3-92北千住ﾏﾙｲ5F

03-5284-1203

フォーアニュアリオ⻲有店

〒125-0061 東京都葛飾区⻲有3-49-3アリオ⻲有2F

03-3602-5613

フォーアニュアリオ北砂店

〒136-0073 東京都江東区北砂2-17-1ｱﾘｵ北砂3F

03-5653-7180

フローリストリルケアトレ大井町店

〒140-0014 東京都品川区大井1-2-1

03-5709-8741

スペースジョイ五反田ＴＯＣ

〒141-0031 東京都品川区⻄五反田7-22-17TOCﾋﾞﾙ1F

03-3494-3075

渋谷ロフト

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1⻄武渋⾕ロフト館4F

03-3462-3807

ＳＥＭＰＲＥ本店

〒153-0044 東京都⽬⿊区⼤橋2-16-261-2F

03-6407-9081

ニックニックファミリー

〒157-0062 東京都世田谷区南烏山4-12-7ｸﾚｱﾋﾞﾙ1F

03-3300-7840

⻘⼭フラワーマーケット池袋ＷＯＲＫ

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-16-12魚又ﾋﾞﾙ1F

03-5956-4187

オザキフラワーパーク

〒177-0045 東京都練馬区石神井台4-6-32

03-3929-0544

フォーアニュ国分寺エル店

〒185-0021 東京都国分寺市南町3-20-3国分寺ｴﾙ7F

042-300-2264

⽴川ロフト

〒190-0012 東京都⽴川市曙町2-7-17

042-529-6210

フォーアニューイオンモールむさし村山店

〒208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-3ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山ﾐｭｰ2F

042-590-3021

ＳＯＳＬＯＦＡＲＭ

〒216-0001 神奈川県川崎市宮前区野川3414

044-740-7668

フォーアニュさぎ沼店

〒216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-1ﾌﾚﾙさぎ沼3F

044-866-7400

フォーアニュートレッサ横浜店

〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700トレッサ南棟3F

045-533-5135

リーフモザイクモール港北店

〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1ﾓｻﾞｲｸﾓｰﾙ3F

045-914-2323

フォーアニュコレットマーレみなとみらい店

〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜⽊町1-1-7ｺﾚｯﾄﾏｰﾚﾐﾅﾄﾐﾗｲ5F

045-640-3160

Ｌｕｃｃａ

〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-46

0466-90-4922

ＡＰＩＣＣＲＩＯＵＳ

〒259-0111 神奈川県中郡⼤磯町国府本郷953-1

090-2238-6826

ｋｉｒｋａｓ

〒285-0824 千葉県佐倉市江原497

043-486-1147

ＳＯＵＬＡＢＯ

〒322-0026 栃⽊県⿅沼市茂呂2627-1

0289-74-7407

Ｂ−ＣＯＭＰＡＮＹコクーン新都心店

〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮吉敷町4-267-2ｺｸｰﾝ1F

048-601-0303

フォーアニューイオンモール川口店

〒333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口キャラ3F

048-264-7097

フォーアニュ三郷店

〒341-0051 埼玉県三郷市天神2-22ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ三郷店1F

048-949-2154

エニタイムリビング春日部店

〒344-0122 埼⽟県春⽇部市下柳420-1ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部店1F

048-872-6242

フォーアニューイオンモール羽生店

〒348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生2F

048-560-1149

ｄｅｃｏｒｅｄｒｏｏｍｓ

〒381-0037 ⻑野県⻑野市⻄和田1-28-48

026-217-5225

安曇野アートヒルズミュージアム

〒399-8301 ⻑野県安曇野市穂⾼有明8161-1

0263-83-5100

ＯＥＵＦ Ｆｅｒｉａ店

〒400-0046 ⼭梨県甲府市下⽯⽥2-29-4ﾌｪﾘｱﾋﾞﾙ1F

055-222-0705

フラワーショップ開花園本店

〒910-0837 福井県福井市⾼柳1-808

0776-53-8739

グリーンランド・エデン

〒950-0155 新潟県新潟市江南区泉町5-1-3

025-286-6457

ａｔ ｈｏｍｅ．オリエントパーク日和田店

〒963-0534 福島県郡山市日和田町字前田90-1

024-973-8410

デコール仙台店

〒980-0021 宮城県仙台市⻘葉区中央1-1-1ｴｽﾊﾟﾙ仙台1F

022-721-8581

カーサ駿東店

〒411-0907 静岡県駿東郡清⽔町伏⾒広見52-1

0559-73-3800

ライフデザイン・ピオン富士

〒416-0951 静岡県富士市米之宮町117

0545-64-1919

ライフデザイン・ピオン清水

〒424-0863 静岡県静岡市清水区船越南町802-1

054-351-8282

マ・ファヴール浜松浜北店

〒434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200ﾌﾟﾚﾊｳｫｰｸ1F

053-544-4271

関東

中部

お取扱い店様（敬称略）

住所

電話番号

中部
エニタイム浜松市野店

〒435-0052 静岡県浜松市東区天王町諏訪1981-3ｼﾞｬｽｺ2F

053-411-3308

カーサ浜松市野店

〒435-0052 静岡県浜松市天王町字諏訪1981-3ｲｵﾝ浜松市野SC1F

053-411-3381

エニタイム豊橋店

〒440-0075 愛知県豊橋市花⽥町⻄宿無番地ｶﾙﾐｱB1F

0532-51-0401

マ・ファヴール岡崎店

〒444-0911 愛知県岡崎市⽇名北町4-46アピタ岡崎北店2F

0564-65-6026

マ・ファヴール上小田井店

〒452-0817 愛知県名古屋市⻄区⼆⽅町40ｍｏｚｏﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ2F

052-508-5315

マ・ファヴール名古屋茶屋店

〒455-0858 愛知県名古屋市港区⻄茶屋2-11ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋茶屋1F

052-364-8150

マ・ファヴール新瑞橋店

〒457-0012 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10ｲｵﾝ1F113-1

052-693-5090

ロフト名古屋

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1ナディアパーク内

052-219-3000

マ・ファヴールナゴヤドーム前店

〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4-402-3ｲｵﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F 052-725-6522

名駅ロフト

〒464-0086 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2-4名鉄百貨店内

エニタイム知⽴店

〒472-0045 愛知県知⽴市⻑篠町⼤⼭18-1ｷﾞｬﾗﾘｴｱﾋﾟﾀ東館

0566-83-6001

エニタイム扶桑店

〒480-0105 愛知県丹⽻郡扶桑町南⼭名⾼塚5-1ｲｵﾝ1F

0587-91-3254

エニタイム小牧店

〒485-0831 愛知県小牧市東1-126ｲｵﾝ1F

0568-74-2259

エニタイム春日井店

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4-17ｲｵﾝSC1F

0568-86-3339

マ・ファヴール木曽川店

〒493-0001 愛知県⼀宮市⽊曽川町⿊⽥南⼋ツケ池25-1ｲｵﾝﾓｰﾙｷﾘｵ2F 0586-84-3753

ワンズオウン津島店

〒496-0803 愛知県津島市今市場町4-14

0567-25-1571

エニタイム各務原店

〒504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8ｲｵﾝSC2F

058-213-5441

ｋ．ａ．Ｒｏｏｍｓ

〒508-0042 岐⾩県中津川市⻄宮町2-3

0573-65-2723

マ・ファヴール東員店

〒511-0255 三重県員弁郡東員町⻑深字築田510-1ｲｵﾝﾓｰﾙ1F1041

0594-87-6431

エスパスホームデコア津店

〒514-0063 三重県津市渋⾒町554-71

059-253-8133

ｂｏｕｉｌｌｏｎブイヨン

〒514-1112 三重県津市久居小野辺1130-7イオン津城山1F

059-253-6183

フェニックス阪急うめだ本店

〒530-0017 ⼤阪市北区⾓⽥町8-7阪急うめだ本店10F

06-6313-9671

フォーアニュアリオ八尾店

〒581-0803 大阪府八尾市光町2-3ｱﾘｵ八尾3F

072-928-2100

ＭＯＫＵ

〒599-8247 大阪府堺市中区東山345

072-236-6105

レストラン＆ガーデン蝶

〒611-0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷26

0774-44-8845

嵯峨野湯

〒616-8366 京都府京都市右京区嵯峨天⿓寺今堀町4-3

075-882-8985

リーフイオンモール高の原店

〒619-0223 京都府木津川市相楽台1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ高の原2F

0774-75-1298

モリイ加悦店

〒629-2413 京都府与謝郡与謝野町温江５番地

0772-43-1941

ＴＡＫＡＮＮＡ（楽天市場）

〒640-8033 和歌山県和歌山市本町1-1

073-421-6075

ガーデナーズジャパン

〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂3-3

073-482-3333

ＣｈｅｅｒｓＧａｒｄｅｎ

〒649-2105 和歌⼭県⻄牟婁郡上富朝来610

0739-47-0163

マ・ファヴール岡山店

〒700-0907 岡⼭市北区下⽯井1-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ3F区画3058-2

086-206-7151

ギフトギャラリーオズ山口店

〒753-0815 山口県山口市維新公園5-1-15

0839-34-3670

ｃｈａｂｂｉｔ

〒809-0034 福岡県中間市中間3-16-13

093-244-9855

ハウズ大宰府店

〒818-0134 福岡県太宰府市大佐野3-13-7

092-918-1151

ハウズ久留⽶店

〒830-0061 福岡県久留⽶市津福今町254-1

0942-46-5088

ＡｌｔｏＭａｇａｚｚｉｎｏ

〒841-0026 佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-17

0942-50-9527

イズミファニチャー諌早

〒854-0001 ⻑崎県諌早市福⽥町24-5

095-811-5150

ハウズ熊本店

〒861-8029 熊本県熊本市東区⻄原3-1-10

096-386-5388

ｍｏｄｕｌｅ

〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-371F

098-988-0865

近畿

中国

九州・沖縄

