栗カボチャ「ブラックのジョーⓇ」家庭菜園用苗 購入可能店舗
（当社直営店、ホームセンター）のお知らせ
当社は、栗カボチャ「ブラックのジョー」と「あしたのジョー」（原作/高森朝雄、漫画/ちばてつや）とのコラボ
レーション企画第2弾 『あしたのジョー with 栗カボチャ ブラックのジョーⓇ 』 コラボグッズ プレゼントキャン
ペーンを4月20日から実施します。

対象商品「ブラックのジョー」家庭菜園用苗(イメージ）
Ⓒ 高森朝雄・ちばてつや／講談社

ご応募には、「ブラックのジョー」家庭菜園用苗のラベルについている応募券が必要になります。
取り扱い店舗は、下記をご覧ください。
4月下旬より販売開始予定です。ぜひお買い求めください。
※「あしたのジョー」のラベルがついた苗が対象です。
※苗がなくなり次第、販売は終了します。
※キャンペーン詳細：https://www.sakataseed.co.jp/special/blacknojoe_cp/
※応募期間：2019年4月20日（土）～6月30日（日）。当日消印有効。
購入可能店舗
●当社直営店
・ガーデンセンター横浜（横浜市）
アクセス：https://www.sakataseed.co.jp/gardencenter/access/index.html
●ホームセンター各店（50音順） ホームセンター名をクリックすると店舗一覧にジャンプします。
・DCMカーマ
・ケーヨーデイツー
・コーナン
・コメリ
・ジュンテンドー
・ジョイフル本田
・セキチュー
・DCMダイキ
・タイム

・ダイユーエイト
・ハンズマン
・ハンディホームセンター
・ビーバートザン
・ホームジョイ本田
・ホームセンタームサシ
・ホームワイド
・山新
・ロイヤルホームセンター

DCMカーマ
都道府県 店舗名
長野県
神奈川県

静岡県

愛知県

住所

電話番号

岡谷店

長野県岡谷市長地柴宮二丁目１番１１号

0266-26-0102

平塚田村店

神奈川県平塚市田村3丁目5番

0463-51-3611

21浜松店

静岡県浜松市東区中田町800番地

053-466-5711

焼津店

静岡県焼津市祢宜島141-1

054-625-0681

藤枝水守店

静岡県藤枝市水守２丁目４－１

054-647-1500

静岡柳町店

静岡県静岡市葵区柳町26番

054-653-5811

中川富田店

愛知県名古屋市中川区富田町榎津字布部田462番地

052-309-5080

八田店

愛知県名古屋市中村区野田町字経田64番地

052-414-2720

元塩店

愛知県名古屋市南区元塩町4丁目20番地1

052-618-2887

桶狭間店

愛知県名古屋市緑区桶狭間北２丁目１１１３番地

052-629-4171

香流店

愛知県名古屋市名東区香流2丁目908番地

052-773-1000

鳴海店

愛知県名古屋市緑区乗鞍一丁目208番地

052-876-9554

名古屋白金店

愛知県名古屋市昭和区福江2丁目201

052-883-4711

21熱田店

愛知県名古屋市熱田区花表町2103番1

052-889-2850

21名古屋城北店

愛知県名古屋市北区浪打町1丁目51番

052-910-0909

瑠璃光店

愛知県名古屋市北区尾上町１番地１

052-910-7750

21豊橋南店

愛知県豊橋市大清水町字大清水3-1180

0532-29-3911

豊川西店

愛知県豊川市八幡町足洗61番地の1

0533-83-0411

豊川東店

愛知県豊川市金屋町77番1

0533-83-6000

日進竹の山店

愛知県日進市竹の山二丁目109番地

0561-75-5911

21瀬戸店

愛知県瀬戸市西原町2丁目68番地

0561-84-7411

知多店

愛知県知多市八幡字筒岡46

0562-33-7700

大府店

愛知県大府市柊山町六丁目１６８番地

0562-43-7611

シャオ店

愛知県西尾市上町泡原54番地

0563-57-8180

岡崎店

愛知県岡崎市欠町野添30番地

0564-24-4441

矢作店

愛知県岡崎市舳越町字神道２３－１

0564-33-3161

豊田宮上店

愛知県豊田市宮上町4丁目50番地3

0565-34-1727

21豊田店

愛知県豊田市上拳母４丁目１番地１

0565-36-2000

豊田若林店

愛知県豊田市若林東町字竹陽73-1

0565-53-2201

豊田五ケ丘店

愛知県豊田市五ケ丘４丁目1番地１

0565-87-3811

刈谷店

愛知県刈谷市日高町4丁目101番地

0566-22-0012

高浜店

愛知県高浜市神明町1丁目2番9

0566-52-7850

刈谷小垣江店

愛知県刈谷市小垣江町北諸峻１番3

0566-63-5141

安城赤松店

愛知県安城市赤松町広久手５

0566-73-2400

安城福釜店

愛知県安城市福釜町矢場１６番地の２

0566-73-9131

DCMカーマ
都道府県 店舗名

愛知県

岐阜県

三重県
滋賀県

石川県

富山県

福井県

住所

電話番号

愛西店

愛知県愛西市柚木町元屋敷曲輪329番9

0567-22-3511

弥富店

愛知県弥富市前ヶ須町午新田625番地

0567-65-1500

春日井西店

愛知県春日井市如意申町5丁目7番14

0568-35-7181

松河戸ｲﾝﾀｰ店

愛知県春日井市松河戸町２丁目２番地１３

0568-36-1715

半田店

愛知県半田市旭町5丁目23番地の1

0569-23-3871

21半田乙川店

愛知県半田市乙川吉野町43番地

0569-32-3571

阿久比店

愛知県知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉１番地１２

0569-49-3081

尾西店

愛知県一宮市東五城字北作野29-1

0586-61-8515

21稲沢店

愛知県稲沢市陸田宮前1丁目1番1

0587-34-6650

21岩倉店

愛知県岩倉市八剱町長野１－１

0587-65-5611

21多治見店

岐阜県多治見市上山町1丁目77番地

0572-24-7702

恵那店

岐阜県恵那市長島町中野三丁目3番地の5

0573-25-1822

中津川店

岐阜県中津川市手賀野354番地の1

0573-66-6151

可児店

岐阜県可児市下恵土字広瀬5845番地

0574-63-1851

21岐南店

岐阜県羽島郡岐南町八剣8丁目103番地

058-246-8512

各務原店

岐阜県各務原市鵜沼各務原町八丁目７番地

058-379-7555

四日市泊店

三重県四日市市泊小柳町4-11

0593-49-5821

四日市店

三重県四日市市久保田一丁目6番31号

0593-51-0164

近江八幡店

滋賀県近江八幡市鷹飼町223-1

0748-38-8787

21小松店

石川県小松市不動島町１番

0761-23-0520

金沢田上店

石川県金沢市田上町57街区20番地

076-235-2337

野々市店

石川県野々市市二日市４丁目２１１番地

076-294-3010

砺波店

富山県砺波市新富町5番18号

0763-33-3234

富山大広田店

富山県富山市中田２丁目１０番２０号

076-438-3211

富山問屋町店

富山県富山市問屋町1丁目11番地11号

076-451-8005

富山本郷店

富山県富山市堀川本郷160番1

076-495-1071

高岡野村店

富山県高岡市野村563-5

0766-22-8147

高岡六家店

富山県高岡市六家1731番13

0766-31-2425

21大島店

富山県射水市本開発字代官免100番地

0766-55-8055

ﾔｽｻｷﾎｰﾑｾﾝﾀｰ敦賀店

福井県敦賀市金山78号5番の1

0770-22-8211

福井社北店

福井県福井市若杉4丁目1101番地

0776-33-5000

福井南店

福井県福井市下馬町3丁目702番地

0776-34-4300

ﾔｽｻｷﾜｲﾎｰﾑ新保店

福井県福井市新保北1-300

0776-52-6860

ケーヨーデイツー
都道府県 店舗名

住所

電話番号

ＨＣ所沢中富

埼玉県所沢市中富南1-1

042-942-8818

入間下藤沢

埼玉県入間市下藤沢188-1

04-2964-1565

鎌取

千葉県千葉市緑区鎌取町273-2

043-291-3822

八街

千葉県八街市八街ほ734

043-443-5831

名戸ヶ谷

千葉県柏市名戸ヶ谷902-1

04-7165-1818

東京県

唐木田

東京都多摩市唐木田1-3

042-371-5051

神奈川県

久里浜

神奈川県横須賀市舟倉1-1-35

0468-33-1731

塩山

山梨県甲州市塩山下塩後向原910

0553-32-6222

泉佐野松風台

大阪府泉佐野市松風台1-1138-1

072-464-4151

枚方

大阪府枚方市招堤北町2-7-1

072-836-9329

埼玉県

千葉県

山梨県
大阪県

コーナン
都道府県 店舗名
東京都

神奈川県

千葉県

大阪府

住所

電話番号

三鷹店

東京都三鷹市野崎３丁目７番１２号

0422-30-3757

小平店

東京都小平市上水本町５丁目１３－１

042-320-1620

ぐりーんうぉーく多摩店

東京都八王子市別所2丁目56番地

042-670-1570

相模原小山店

神奈川県相模原市中央区小山3丁目37番1号

042-770-7031

川崎小田栄店

神奈川県川崎市川崎区小田栄２丁目３番１号

044-329-1320

保土ヶ谷星川店

神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－１３

045-348-7001

港北インター店

神奈川県横浜市都筑区折本町１９１番地

045-472-6100

鶴見元宮店

神奈川県横浜市鶴見区元宮２丁目１番３７号

045-570-0237

港北ニュータウン店

神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目13－1

045-590-6122

厚木下荻野店

神奈川県厚木市下荻野１２００番地１

046-243-3939

中央林間店

神奈川県大和市中央林間７丁目７番１号

046-271-2151

湘南藤沢店

神奈川県藤沢市遠藤字滝ノ沢６９８－１０

0466-89-0644

鎌倉大船店

神奈川県鎌倉市岡本１１８８番地１

0467-42-8301

南流山店

千葉県流山市大字木４０８番地

04-7178-7800

市川原木店

千葉県市川市原木２５２６番６

047-329-7981

平野瓜破店

大阪府大阪市平野区瓜破４丁目２番８号

06-6797-1857

吹田ｲﾝﾀｰ青葉丘店

大阪府吹田市青葉丘南14番１号

06-6816-2357

富田林店

大阪府富田林市甲田3丁目12番1号

0721-24-1157

泉北店

大阪府堺市南区岩室157番地

072-235-8830

泉北2号小代店

大阪府堺市南区小代７４番地

072-284-1900

松原市役所前店

大阪府松原市三宅西1丁目313番地1

072-333-6657

貝塚東山店

大阪府貝塚市東山４丁目３番１

072-421-1011

和泉中央店

大阪府和泉市室堂町110番地

0725-50-2557

茨木安威店

大阪府茨木市南安威1丁目3番33号

072-641-7257

高槻上牧店

大阪府高槻市上牧南駅前町１２５番地

072-660-4057

箕面萱野店

大阪府箕面市萱野５丁目５番８号

072-726-5192

大東御領店

大阪府大東市御領１丁目１０番６０号

072-806-3331

寝屋川昭栄店

大阪府寝屋川市昭栄町１８番２０号

072-811-3660

茄子作南店

大阪府枚方市茄子作南町260番地１

072-860-2357

枚方野村店

大阪府枚方市野村北町１１番１号

072-897-5557

羽曳野伊賀店

大阪府羽曳野市伊賀4丁目2番19号

072-939-6655

外環八尾山本店

大阪府八尾市郡川1丁目21-2

072-943-5401

羽曳野店

大阪府羽曳野市誉田5-473

072-954-1281

東大阪菱江店

大阪府東大阪市中野南1番71号

072-960-6057

外環新石切店

大阪府東大阪市弥生町16番12号

072-983-7555

コーナン
都道府県 店舗名

住所

電話番号

川西久代店

兵庫県川西市久代６丁目１番５号

072-756-8057

川西西多田店

兵庫県川西市西多田2丁目19-25

072-792-8979

魚住店

兵庫県明石市魚住町清水423

078-949-1957

加西店

兵庫県加西市北条町北条１１０番地の１

0790-43-9552

篠山店

兵庫県篠山市池上421番地

079-554-3520

新三田店

兵庫県三田市すずかけ台３丁目１番地

079-565-9310

養父店

兵庫県養父市上箇スワ田153番地１

079-663-4368

洲本インター店

兵庫県洲本市上内膳４１７番地１

0799-24-5750

名谷店

兵庫県神戸市垂水区名谷町字向井畑３４８７－２ 078-797-7507

箕島店

和歌山県有田市箕島101番地2

0737-85-3130

和歌山県田辺市下万呂748

0739-25-1800

HS上富田店

和歌山県西牟婁郡上富田町岩田2350番地の１

0739-83-2857

三条大路店

奈良県奈良市三条大路2丁目3番21号

0742-36-8157

橿原香久山店

奈良県橿原市膳夫町５３２番地の１

0744-21-7657

向日町大原野店

京都府京都市西京区大原野上里南ノ町546番地１ 075-335-4757

宝ｹ池上高野店

京都府京都市左京区上高野車地町125番地

075-706-6657

亀岡大井店

京都府亀岡市大井町北金岐柿木原4番地1

0771-22-7571

亀岡篠店

京都府亀岡市篠町条井ホラ９番地１

0771-29-6703

福知山店

京都府福知山市駅前町３５２番地

0773-24-5212

ＪＲ宇治駅北店

京都府宇治市宇治樋ノ尻７９番地の１

0774-28-3360

精華台店

京都府相楽郡精華町精華台６丁目２

0774-98-3520

草津店

滋賀県草津市木川町389番地

077-569-5236

廿日市陽光台店

広島県廿日市市陽光台４丁目３－３

0829-37-1560

神辺店

広島県福山市神辺町大字新十九４番地の１９

084-960-3177

島根県

東出雲店

島根県松江市東出雲町錦新町８丁目１番４号

0852-53-0288

岡山県

倉敷北浜店

岡山県倉敷市北浜町３－６

086-435-4811

香川県

綾川店

香川県綾歌郡綾川町萱原５３９番地２

087-876-8702

HS山川店

徳島県吉野川市山川町春日１４９番地５

0883-26-4711

HS徳島海南店

徳島県海部郡海陽町大里松の本44番1

0884-74-3211

徳島小松島店

徳島県小松島市小松島町字房浜１番地１

0885-35-2320

徳島藍住店

徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜87番地2

088-637-3570

HS土佐店

高知県土佐市高岡町甲７０６番地１

088-852-5020

須崎店

高知県須崎市桐間西２６番地

0889-42-5101

三津浜店

愛媛県松山市大可賀3丁目670-11

089-911-6811

兵庫県

和歌山県 田辺店

奈良県

京都府

滋賀県
広島県

徳島県

高知県
愛媛県

コメリ
都道府県 店舗名

住所

電話番号

秋田湯沢店

秋田県湯沢市表町4-3-33

0183-72-5780

パワー大館店

秋田県大館市柄沢字小柄沢191番地

0186-45-1370

パワー大曲店

秋田県大仙市福田町20-60

0187-66-2811

パワー秋田卸町店

秋田県秋田市卸町1-3-7

018-824-5421

飯島店

秋田県秋田市飯島字平右ェ門田尻268番地

018-846-6136

一関店

岩手県一関市上日照4-32

0191-31-3211

パワー花巻店

岩手県花巻市東宮野目第9地割59番

0198-26-1100

角田店

宮城県角田市町尻278

0224-61-1101

ＨＣ新庄店

山形県新庄市五日町字宮内273-2

0233-28-8121

上山店

山形県上山市仙石梅ノ木770番地

023-695-5781

パワー東根店

山形県東根市小林1-2-45

0237-41-2715

喜多方店

福島県喜多方市関柴町上高額字前田18-1

0241-21-1095

会津坂下店

福島県河沼郡会津坂下町金上字的場256番

0242-84-1026

パワー安達店

福島県二本松市油井字腰巻16番地

0243-61-3921

赤井店

福島県いわき市平赤井字大作場25-1

0246-35-0811

ＰＷ新津店

新潟県新潟市秋葉区程島4575-1

0250-23-2341

ＰＷ河渡店

新潟県新潟市東区河渡庚320

025-275-4171

ＨＣ黒埼店

新潟県新潟市西区山田428-2

025-370-1133

パワー新発田店

新潟県新発田市舟入971

0254-20-1050

中条店ガ－デン館

新潟県胎内市大川町3168

0254-39-1095

三条四日町店

新潟県三条市東本成寺253番地

0256-31-2205

加茂店

新潟県加茂市大字加茂字馬寄2620

0256-41-4150

柏崎店

新潟県柏崎市柳田6-51

0257-20-1351

ＨＣ十日町店

新潟県十日町市寅乙446

025-750-1650

六日町店

新潟県南魚沼市六日町2451番

025-778-0050

小出店

新潟県魚沼市中原字土井下246-1

025-793-1148

パワー長岡店

新潟県長岡市寺島町187-1

0258-20-5121

ＨＣ見附店

新潟県見附市市野坪町字浦834

0258-61-1187

パワー小千谷店

新潟県小千谷市千谷川4-437

0258-81-1434

箕輪店

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪8019

0265-70-1831

ＨＣ東部店

長野県東御市祢津字砂田1190-1

0268-64-9530

あきる野伊奈店

東京都あきる野市伊奈479-1

042-533-8532

津久井店

神奈川県相模原市緑区三ヶ木304-1

042-780-5221

千葉県

パワー館山店

千葉県館山市下真倉字舞台93番

0470-25-3670

埼玉県

越谷店

埼玉県越谷市花田2-17-8

048-960-7021

秋田県

岩手県
宮城県

山形県

福島県

新潟県

長野県
東京都
神奈川県

コメリ
都道府県 店舗名

住所

電話番号

静岡県

菊川店

静岡県菊川市加茂字栗林559

0537-37-2122

山梨県

須玉店

山梨県北杜市須玉町若神子字五反田2004-2

0551-42-1151

大矢知店

三重県四日市市大矢知町1749番地

059-363-8000

菰野店

三重県三重郡菰野町大字永井3088-3

059-396-3939

上野店

三重県伊賀市小田町字瓜谷727

0595-26-3310

亀山店

三重県亀山市和田町743番地

0595-83-2333

玉城店

三重県度会郡玉城町世古195番地

0596-58-7955

熊野店

三重県熊野市有馬町1575-1

0597-89-6255

パワー松阪店

三重県松阪市大黒田町288番地

0598-25-2622

嬉野店

三重県松阪市嬉野中川新町4-232

0598-48-1105

富田林店

大阪府富田林市若松町西3-1424-1

0721-26-2600

能勢店

大阪府豊能郡能勢町栗栖61-3

072-731-2670

パワー和歌山インター店

和歌山県和歌山市小豆島院田53-1

073-464-3110

紀ノ川店

和歌山県和歌山市次郎丸48番地

073-480-2322

吉備店

和歌山県有田郡有田川町熊井475番地

0737-53-2177

田辺店

和歌山県田辺市文里1-8-16

0739-23-2311

パワー生駒店

奈良県生駒市高山町7744

0743-72-0611

橿原店

奈良県橿原市北妙法寺町630番地

0744-20-1550

パワー田原本店

奈良県磯城郡田原本町十六面102-1

0744-34-1130

桜井店

奈良県桜井市大字上之庄162-3

0744-44-5113

平群店

奈良県生駒郡平群町菊美台1-201-14

0745-46-1021

城陽店

京都府城陽市平川西六反1-1

0774-52-5541

愛知川店

滋賀県愛知郡愛荘町豊満砂川原1265番

0749-42-8150

堅田店

滋賀県大津市今堅田2-881-1

077-571-2433

中主店

滋賀県野洲市西河原4丁目2521

077-589-8043

パワー津幡店

石川県河北郡津幡町字庄ホ8番

076-288-8322

ＨＣ羽咋店

石川県羽咋市鶴多町五石高40

0767-22-8485

ＨＣ穴水店

石川県鳳珠郡穴水町此木83

0768-52-8277

パワー礪波店

富山県砺波市中神区画整理地30街区1

0763-32-2077

ＨＣ上市店

富山県中新川郡上市町正印310

076-473-9296

パワー魚津店

富山県魚津市宮津128-1

0765-25-1011

ＨＣ黒部店

富山県黒部市荻生7226-1

0765-54-9222

パワー坂井店

福井県坂井市坂井町蔵垣内第36号21番地

0776-72-3271

パワー武生店

福井県越前市稲寄町第24号12番地

0778-21-3556

鯖江店

福井県鯖江市下河端302

0778-51-2583

三重県

大阪府

和歌山県

奈良県

京都府

滋賀県

石川県

富山県

福井県

コメリ
都道府県 店舗名

住所

電話番号

勝山店

福井県勝山市荒土町新保21

0779-89-7101

真備店

岡山県倉敷市真備町有井100-13

086-697-1285

津山店

岡山県津山市平福字六反田15-1

0868-28-7821

広島県

パワー大竹店

広島県大竹市晴海2-10-49

0827-59-1123

香川県

パワー坂出店

香川県坂出市入船町2-1-7

0877-59-2822

愛媛県

パワー西条店

愛媛県西条市飯岡2209番地

0897-58-5120

パワー周船寺店

福岡県福岡市西区大字千里495-1

092-805-5620

パワー筑後店

福岡県筑後市大字前津484

0942-51-7371

長崎県

パワー時津店

長崎県西彼杵郡時津町日並郷開田1300-12

095-814-2201

大分県

宇佐店

大分県宇佐市葛原243

0978-34-6255

福井県
岡山県

福岡県

ジュンテンドー
都道府県 店舗名
京都府

兵庫県

広島県

島根県

岡山県

住所

電話番号

マイン峰山店

京都府京丹後市峰山町新町1701番地

0772-69-2287

福知山店

京都府福知山市新庄11番1

0773-25-2140

西舞鶴M店

京都府舞鶴市女布2番72

0773-78-2050

柏原店

兵庫県丹波市柏原町田路123番1

0795-73-2101

高屋店

広島県東広島市高屋町杵原1809番1

082-491-1012

吉田店

広島県安芸高田市吉田町大字吉田3894-1

0826-47-0027

沼田店

広島県広島市安佐南区伴東７丁目１番６０号

082-830-1023

西郷店

島根県隠岐郡隠岐の島町平平ノ前576番地

08512-2-9028

益田店

島根県益田市高津7丁目21番10号

0856-31-1055

茶屋町店

岡山県倉敷市茶屋町２３４番地

086-420-0018

高梁店

岡山県高梁市中原町1451-1

0866-21-0028

御津店

岡山県岡山市北区御津宇垣1461番1

0867-24-9211

ジョイフル本田
都道府県 店舗名
群馬県
栃木県

茨城県

東京都

千葉県

埼玉県

住所

電話番号

ガーデンセンター千代田店

群馬県邑楽郡千代田町大字萱野

８１３－１

0276-55-0701

ガーデンセンター新田店

群馬県太田市新田市野井町 ４２５－１

0276-57-7120

ガーデンセンター宇都宮店

栃木県河内郡上三川町磯岡字中原 ４２１－１

0285-55-2255

ガーデンセンター古河店

茨城県古河市西牛谷３４７

0280-98-2531

ガーデンセンターひたちなか店

茨城県ひたちなか市新光町 ３４－１

0292-65-5326

ガーデンセンター守谷店

茨城県守谷市松ヶ丘 ３－８

0297-48-8035

ガーデンセンター荒川沖店

茨城県土浦市中村南 ３－２４－９６２

0298-43-1959

ガーデンセンター瑞穂店

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷４４２

042-568-2331

ガーデンセンター市原店

千葉県市原市五所字神明 １７３８－２

0436-43-7111

ガーデンセンター君津店

千葉県君津市外箕輪 ３－７

0439-55-0111

ガーデンセンター八千代店

千葉県八千代市村上殿ノ内 ２７２３－１

0474-83-0831

ガーデンセンター千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店 千葉県印西市草深（そうふけ） １９２１

0476-47-6825

ガーデンセンター富里店

千葉県富里市七栄字北新木戸 ５２５－２４

0476-92-4141

ガーデンセンター幸手店

埼玉県幸手市上高野 １２５８－１

0480-40-3655

セキチュー
都道府県 店舗名

住所

電話番号

伊勢崎茂呂店

群馬県伊勢崎市南千木町2272－1

0270-50-8311

高崎矢中店

群馬県高崎市矢中町634-1

027-350-5611

高崎店園芸センター店

群馬県高崎市飯塚町19-1

027-363-5222

富岡店

群馬県富岡市富岡2273-1

0274-64-5640

大間々店

群馬県みどり市大間々町大間々401-1

0277-73-5222

栃木県

岡本店

栃木県宇都宮市下岡本町2140－１

028-673-6971

東京都

鶴川店

東京都町田市金井町１５６６

042-862-0330

狭山北入曽店

埼玉県狭山市北入曽720-1

042-950-0210

熊谷小島店

埼玉県熊谷市小島770

048-527-6911

花園インター店

埼玉県深谷市荒川839

048-584-5645

上尾店

埼玉県上尾市須ヶ谷1-240

048-779-5871

川越南古谷店

埼玉県川越市泉町4-8

049-230-1511

東松山高坂店

埼玉県東松山市あずま町４丁目１－１

0493-31-2911

群馬県

埼玉県

ＤＣＭダイキ
都道府県 店舗名

住所

電話番号

大阪府

阿武山店

大阪府高槻市奈佐原２丁目１１番

072-697-3120

奈良県

南生駒店

奈良県生駒市小瀬町８８

0743-76-1188

京都府

京田辺店

京都府京田辺市草内大東４７－１

0774-64-8620

神戸北町店

兵庫県神戸市北区日の峰２丁目１２番６号

078-581-6222

明石店

兵庫県明石市茶園場町１番２０号

078-914-1177

宝塚店

兵庫県宝塚市安倉西４丁目２番４３号

0797-83-6200

焼山店

広島県呉市焼山北１丁目８番１号

0823-30-5511

可部店

広島県広島市安佐北区亀山２丁目２５－６

082-819-3545

海田店

広島県安芸郡海田町栄町３－１６

082-823-1112

坂店

広島県安芸郡坂町平成ヶ浜２丁目１－４８

082-886-3588

岡山店

岡山県岡山市南区藤田５６０－２３６

086-296-0303

玉野店

岡山県玉野市宇野１丁目１６－１

0863-31-4555

水島店

岡山県倉敷市神田２丁目１０－３３

086-444-0555

川島店

香川県高松市川島東町５０４番地

087-848-5688

小豆島店

香川県小豆郡土庄町渕崎字大高下甲１４４７－１

0879-61-1211

宇和島北店

愛媛県宇和島市伊吹町１２６３番

0895-24-2333

新居浜店

愛媛県新居浜市瀬戸町４１０１

0897-40-1763

周桑店

愛媛県西条市周布７５０―１番地

0898-68-3100

美沢店

愛媛県松山市美沢１丁目９番３３号

089-926-1222

朝生田店

愛媛県松山市朝生田町６丁目２番３８号

089-933-7333

重信店

愛媛県東温市野田３丁目２－５

089-990-7377

ペット&グリーン
東町店

熊本県熊本市東区東町２－１－１

096-214-1135

ペット&グリーン
本山店

熊本県熊本市中央区世安町３３－１

096-371-3511

兵庫県

広島県

岡山県

香川県

愛媛県

熊本県

タイム
都道府県 店舗名

岡山県

住所

電話番号

大安寺店

岡山県岡山市北区野殿西町418-1

086-214-2338

高屋店

岡山県岡山市中区兼基63

086-278-1511

中庄店

岡山県倉敷市松島1137-1

086-462-0880

山陽（実のり）店

岡山県赤磐市上市180-1

086-955-5561

伊予三島（実のり）店

愛媛県四国中央市下柏町688

0896-23-0662

ダイユーエイト
都道府県 店舗名
宮城県

山形県

福島県

栃木県

住所

電話番号

白石店

宮城県白石市福岡深谷字青木72

0224ｰ29-3761

大河原店

宮城県柴田郡大河原町字新東94-1

0224-52-0282

山形花楯店

山形県山形市花楯二丁目18-62

023-625-8870

山形嶋店

山形県山形市嶋北4-1-18

023-682-1188

新庄西店

山形県新庄市金沢2352-1

0233-32-1322

庄内余目店

山形県東田川郡庄内町余目字滑石64-1

0234-42-1801

村山店

山形県村山市楯岡新町三丁目30-8

0237-55-6115

米沢店

山形県米沢市中田町933-3(米沢中田町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内) 0238-36-0118

新高畠店

山形県東置賜郡高畠町大字相森660番2

0238-51-0035

南陽店

山形県南陽市蒲生田字清水上1470-1

0238-59-0140

梁川店

福島県伊達市梁川町字八筋79

024-527-2420

川俣店

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字社前18

024-538-0071

福島黒岩店

福島県福島市黒岩字浅井77-1

024-544-1303

福島鎌田店

福島県福島市鎌田字鏡田3-1

024-552-3088

福島八島田資材館店

福島県福島市八島田字勝口63番地

024-558-2552

新保原店

福島県伊達市保原町上保原字正地内21-1

024-574-2635

郡山安積店

福島県郡山市安積町荒井字北千保6

024-937-4558

郡山金屋店

福島県郡山市田村町金屋字冬室91-1

024-973-8102

三春街道店

福島県郡山市西田町大田字河原58-1

024-981-1023

塩川店

福島県喜多方市塩川町小府根字曽谷田1

0241-28-0288

会津若松店

福島県会津若松市駅前町1-30

0242-37-7880

猪苗代店

福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西2番地

0242-72-0071

二本松店

福島県二本松市榎戸二丁目36

0243-62-2741

本宮店

福島県本宮市荒井字久保田132-10-1

0243-63-5581

原町店

福島県南相馬市原町区大字下高平字堂後161-1

0244-25-3220

相馬店

福島県相馬市黒木字源多田7

0244-37-3232

いわき内郷店

福島県いわき市内郷綴町字沼尻77

0246-27-7531

四倉店

福島県いわき市四倉町上仁井田字雁又46

0246-32-8511

いわき城東店

福島県いわき市平字城東3丁目1-4

0246-37-7121

いわき鹿島店

福島県いわき市鹿島町久保字馬場1

0246-58-6911

石川店

福島県石川郡石川町字長久保63

0247-56-3115

小野店

福島県田村郡小野町大字飯豊字五反田48

0247-71-1033

船引店

福島県田村市船引町船引字小沢川代88

0247-81-1072

須賀川西店

福島県須賀川市大袋町164

0248-63-2015

須賀川東店

福島県須賀川市広表42ｰ2

0248-63-8860

喜多方店

福島県喜多方市字台３５６７番地

0241-23-6211

那須塩原店

栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原1087-28

0287-60-3550

ハンズマン
都道府県 店舗名
福岡県

熊本県
大分県

宮崎県

鹿児島県

住所

電話番号

大野城店

福岡県大野城市大字上大利６１２－２

092-589-1600

くさみ店

福岡県北九州市小倉南区大字朽網字臭見3914-21

093-474-7093

菊陽店

熊本県菊池郡菊陽町津久礼字久保２７５０－５

096-232-5525

画図店

熊本県熊本市東区画図町大字重富１０１４－８

096-370-8070

わさだ店

大分県大分市大字市字池田３８６－１

097-586-1811

新名爪店

宮崎県宮崎市大字新名爪字二月田１７４０

0985-30-2111

柳丸店

宮崎県宮崎市柳丸町１４３－２

0985-31-1234

加納店

宮崎県宮崎市清武町大字加納乙３４６

0985-85-8001

吉尾店

宮崎県都城市吉尾町８４０

0986-38-0844

国分店

鹿児島県霧島市国分府中町32番23

0995-48-8788

宇宿店

鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目14-5

099-812-8715

ハンディホームセンター
都道府県 店舗名
神奈川県

静岡県

住所

電話番号

湯河原店

神奈川県足柄下郡湯河原町中央３－３－１

0465-63-3651

綾瀬店

神奈川県綾瀬市深谷中二丁目６番３７号

0467-79-5777

伊東店

静岡県伊東市荻７３６

0557-38-1720

熱海店

静岡県熱海市中央町１２－３０

0557-81-8222

下田店

静岡県下田市河内字湯ヶ田５２－１

0558-27-0765

大仁店

静岡県伊豆の国市田京１４１－１

0558-76-5816

ビーバートザン
都道府県 店舗名
厚木店
神奈川県 秦野店
富水店

住所

電話番号

神奈川県厚木市戸田２４－１

0462-28-3324

神奈川県秦野市平沢１７４４－１

0463-83-5600

神奈川県小田原市堀之内３３４

0465-37-5500

ホームジョイ本田
都道府県 店舗名
茨城県

住所

電話番号

石下店

茨城県常総市古間木1850

0297-30-8888

潮来店

茨城県潮来市須賀2837

0299-66-7777

ホームセンタームサシ・スーパーセンタームサシ
都道府県 店舗名
宮城県

山形県

新潟県

京都府
石川県
富山県

住所

電話番号

名取店

宮城県名取市愛島郷1-1-1

022-381-0634

仙台泉店

宮城県仙台市泉区大沢3-9-1

022-771-1634

酒田店

山形県酒田市泉町1-2

0234-33-0634

鶴岡店

山形県鶴岡市大字中野京田字上大坪5-1

0235-29-6341

天童店

山形県天童市南小畑1-7-20

0236-53-1634

米沢店

山形県米沢市徳町155-1

0238-22-0634

新潟店

新潟県新潟市中央区姥ヶ山45-1

0252-87-6341

村上店

新潟県村上市大字仲間町386

0254-52-6341

上越店

新潟県上越市下門前1621

0255-43-0634

三条店

新潟県三条市上須頃大割428-1

0256-35-6341

長岡店

新潟県長岡市古正寺町中割64

0258-27-6345

京都八幡店

京都府八幡市欽明台北3-1

075-981-6342

金沢南店

石川県野々市市新庄6-58-10

076-248-6348

金沢店

石川県金沢市高柳町1-1-1

076-253-8634

富山店

富山県富山市中川原字川原田割336

076-422-6347

ホームワイド
都道府県 店舗名
大分県
宮崎県

住所

電話番号

プラス賀来店

大分県大分市賀来南３丁目２番４８号

097-586-577

SWM佐伯店

大分県佐伯市鶴岡西町２丁目２４５

0972-25-0122

出北店

宮崎県延岡市出北４丁目１０３番１

0982-23-1322

山新
都道府県 店舗名
福島県

栃木県

茨城県

住所

電話番号

小名浜店

福島県いわき市小名浜岡小名字沖11

0246-53-5660

錦店

福島県いわき市錦町鬼越下29-1

0246-62-8800

日和田店

福島県郡山市日和田町字前田55

0249-58-6500

益子店

栃木県芳賀郡益子町益子2024

0285-70-3737

宇都宮店

栃木県宇都宮市簗瀬町177-1

028-614-1515

鉾田店

茨城県鉾田市安房 1418ｰ1

0291-32-4245

水戸渡里店

茨城県水戸市渡里町4086

029-222-9300

東海店

茨城県那珂郡東海村舟石川駅東4-2-1

029-229-1001

水戸駅南店

茨城県水戸市千波町字かち道909

029-241-9982

平須店

茨城県水戸市平須町1828

029-243-7600

グランステージ水戸店

茨城県水戸市酒門町上千束3234-1

029-246-1111

赤塚店

茨城県水戸市大塚町字新堂1859-1

029-253-3916

勝田店

茨城県ひたちなか市笹野町2-9-12

029-274-4511

勝田田彦店

茨城県ひたちなか市田彦1594-1

029-275-0221

日立神峰店

茨城県日立市本宮町4-26-11

0294-24-6843

多賀店

茨城県日立市千石町4-5-13

0294-35-1521

常陸太田店

茨城県常陸太田市中城町西鯉沼3000-1

0294-72-8000

大宮店

茨城県常陸大宮市泉409

0295-53-7600

結城店

茨城県結城市新福寺5-17-5

0296-20-8822

下館店

茨城県筑西市下岡崎3-12-1

0296-24-9511

下妻店

茨城県下妻市古沢223

0296-30-7100

友部店

茨城県笠間市旭町484

0296-70-5511

笠間店

茨城県笠間市箱田元〆905-5

0296-73-0888

龍ヶ崎店

茨城県龍ヶ崎市中里2-1

0297-60-0011

土浦店

茨城県土浦市東真鍋町3-4

0298-23-4701

グランステージつくば店

茨城県つくば市面野井字登戸44

029-849-2222

石岡店

茨城県石岡市八軒台5-46

0299-24-3431

佐原東店

茨城県稲敷市西代1457

0299-78-3734

ロイヤルホームセンター
都道府県 店舗名

住所

電話番号

栃木県

小山店

栃木県小山市西城南3-1-9

0285-27-2111

茨城県

牛久店

茨城県牛久市中央3-2

0298-74-6591

埼玉県

新座店

埼玉県新座市馬場4-6-15

048-478-9200

千葉店

千葉県千葉市若葉区若松町2126-1

043-232-7881

千葉北店

千葉県千葉市稲毛区六方町75-1

043-304-3711

野田店

千葉県野田市七光台4番2 イオンタウン野田七光台

04-7127-8777

南増尾店

千葉県柏市南増尾7-9-26

04-7178-0170

習志野店

千葉県習志野市東習志野６丁目７-１５

047-403-1311

相模原橋本店

神奈川県相模原市緑区西橋本３丁目９番８号

042-771-4411

港南台店

神奈川県横浜市港南区港南台6-21-1

045-833-5156

湘南大磯店

神奈川県中郡大磯町高麗3-4-17

0463-33-8851

伊勢原店

神奈川県伊勢原市板戸8番地

0463-92-8021

大阪府

枚方店

大阪府枚方市春日西町2-2-1

072-859-7311

奈良県

ビックス押熊店

奈良県奈良市押熊町1051-1

0742-51-7011

京都府

物集女店

京都府向日市物集女町北ノ口16-3

075-931-6641

塚口店

兵庫県尼崎市南塚口町4丁目5－88

06-4961-7611

宝塚店

兵庫県宝塚市東洋町５番１３号

0797-76-5530

西宮店

兵庫県西宮市大社町9-55

0798-74-6831

千葉県

神奈川県

兵庫県

