
都道府県 店名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号

北海道 コーチャンフォー 美しが丘店 004-0811 北海道札幌市清田区美しが丘1条5丁目 011-889-2100
北海道 クラウン ラソラ店 003-0003 北海道札幌市⽩⽯区東札幌3条1丁⽬1-1ラソラAtown1F 011-831-2255
北海道 文具のみつはし 001-0023 北海道札幌市北区北２３条西５丁目２−２４ 011-757-9467
北海道 岡書 イーストモール店 080-0010 北海道帯広市東４条南１６丁目６ 0155-28-3728
北海道 TSUTAYA 木野店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１２丁目１−１０ 0155-31-8835
北海道 文教堂 新さっぽろDUO店 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6－2 DUO－14階 011-801-8111
北海道 文教堂 琴似駅前店 063-0812 北海道札幌市西区琴似2条1丁目1－20 011-631-8421
北海道 文教堂 西野3条店 063-0033 北海道札幌市西区西野3条4丁目8番 011-671-3488
北海道 文教堂 宮の森店 064-0953 北海道札幌市中央区宮の森3条1-5-35 011-618-3980
北海道 文教堂 札幌ルーシー店 003-0021 北海道札幌市白石区栄通り18丁目5番地 011-858-6271
北海道 TSUTAYA 苫小牧バイパス店 059-1261 北海道苫小牧市ときわ町６丁目２３−３０ 0144-68-6666
青森県 アメリカンパラダイス 浪館店 038-0024 青森県青森市浪館前田４－１０－３６ 017-766-7423
青森県 アダチ文具　 類家店 031-0001 青森県八戸市類家５－２－１ 0178-43-9430
宮城県 オフィスベンダー中野店 オフィスベンダー中野店 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字寺前68-10 022-387-8222
宮城県 オフィスベンダー文具の杜 オフィスベンダー文具の杜 980-6104 宮城県仙台市青葉区中央１丁目３−１, Aer, 4F 022-723-8020
宮城県 ＴＯＴＯ’Ｓ赤井沢 ＴＯＴＯ’Ｓ赤井沢 982-0011 宮城県仙台市太白区長町７丁目２０−３ 022-304-1666
山形県 くまざわ書店 山形店 990-0039 山形県山形市香澄町1-1-1 023-615-3266
山形県 文具の島くまがい 文具の島くまがい 990-0055 山形県山形市相生町６−４４ くまがい 023-632-1477
山形県 八文字屋本店 八文字屋本店 990-0043 山形県山形市本町２丁目4-11 023-622-2150
山形県 石山商店 石山商店 999-3511 山形県西村山郡河北町谷地己19−４  0237-72-3322
山形県 おかげさま文房具店 999-3155 山形県上山市鶴脛町１－１１－４
山形県 オフィスエイト 米沢店 992-0047 山形県米沢市徳町１１５ 0238-49-7272
福島県 栄町オサダ 栄町オサダ 965-0878 福島県会津若松市中町１−４ 0242-26-5671
福島県 ㈱坂本紙店 970-8026 福島県いわき市平字１丁目１５ 0246-24-1122
福島県 みどり書房 桑野店 963-8032 福島県郡山市下亀田16-16 024-939-0047
福島県 みどり書房 イオンタウン郡山店 963-8812 福島県郡山市松木町2-88　イオンタウン郡山 024-941-2235
福島県 みどり書房 白河店 961-0054 福島県白河市北中川原１６１－１ 0248-27-8207
福島県 オフィスエイト 南福島店 960-8153 福島県福島市黒岩字中島２７－１ 024-544-2415
福島県 Ｏｎｅ’ｓＭＡＸ 960-8051 福島県福島市曽根田町１－１８　ダイユーエイトＭＡＸ福島２Ｆ 024-573-7900
茨城県 事務キチ つくば研究学園店　 305-0816 茨城県つくば市学園の森1-14-4 029-875-8800
群馬県 ハイノート高崎店 ハイノート高崎店 370-0006 群馬県高崎市問屋町２丁目８−１ 027-363-1112
埼玉県 さやまアリオ深谷店 さやまアリオ深谷店 366-0052 埼玉県深谷市上柴町西４丁目２−１４ アリオ深谷 １Ｆ 048-572-0381
東京都 くまざわ書店 永山店 206-0025 東京都多摩市永山1-4 042-373-6040
東京都 さんすたーぶんぐのおみせ サンシャインシティ池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル3F
東京都 （有）昭和堂 102-0072 東京都千代田区飯田橋４丁目８−１２ 03-3261-7754
東京都 コーチャンフォー 若葉台店 206-0824 東京都稲城市若葉台2丁目9番2 042-350-2828
東京都 くまざわ書店 田町店 108-0023 東京都港区芝浦３丁目１−２１ Msb Tamachi 田町ステーションタワーS ４階 03-5476-0510
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ 三軒茶屋店 154-0004 東京都世田谷区太子堂４丁目１−１ キャロットタワ ２Ｆ 03-5431-7788
東京都 京王アートマン 聖蹟桜ケ丘店 206-0011 東京都多摩市 関戸１－１１－１京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣＡ館３Ｆ 042-337-2581
東京都 京王アートマン 多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合１－１０　京王多摩センターＳＣ　２Ｆ 042-356-8501
東京都 京王アートマン 府中店 183-0055 東京都府中市 府中町１－２－１ぷらりと京王府中 042-367-1396

神奈川県 文教堂 溝ノ口本店 213-0011 神奈川県川崎市高津区久本３丁目１−２８　４階 044-812-0063
神奈川県 くまざわ書店　 二俣川店 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２－５０－１４　ジョイナステラス５Ｆ 045-360-1177
神奈川県 バラサ・バルコ 港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区 中川中央１－２５ノースポートモール３Ｆ 045-912-0036
神奈川県 京王アートマン 新百合ヶ丘店 215-0021 神奈川県川崎市麻生区  上麻生１－１－１　新百合丘オーパ４Ｆ 044-965-8012
神奈川県 くまざわ書店 横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12 046-821-2403
神奈川県 さんすたーぶんぐのおみせ 横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ2F
富山県 株式会社 じゅん ZAKKA & COSME じゅん TONAMI 939-1364 富山県砺波市豊町1丁目16-14 0763-33-3880
石川県 うつのみや 百番街店 920-0858 石川県金沢市木ノ新保1-1 JR金沢百番街 Rinto100 bangai 1階 076-260-3818
石川県 うつのみや 小松城南店 923-0941 石川県小松市城南町39-1 0761-23-2777
石川県 明文堂書店 野々市店 921-8823 石川県野々市市粟田５丁目４６１ 076-294-0930
岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ 草叢ＢＯＯＫＳ各務原店 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町8丁目7番地 アピタ各務原店1階 058-379-1711
静岡県 事務キチ 浜松店 433-8122 静岡県浜松市中区上島7-6-35 053-412-1881
愛知県 株式会社池田事務器　岡崎店 イケジム 444-0011 愛知県岡崎市欠町字野添40番地 0564-26-3335
兵庫県 くまざわ書店 藤原台店 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町1-2-2 078-987-0508
奈良県 Hug　奈良店 Hug　奈良店 631-8511 奈良県奈良市西大寺東町2丁目４－１　ならファミリー４F 0742-30-1130
高知県 文具生活 高知店 781-0801 高知県高知市小倉町３−３０ フジグラン葛島 2階 088-856-7711
福岡県 さんすたーぶんぐのおみせ キャナルシティ博多店 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F

EC（ネット通販） 楽天市場 シブヤ文房具 EC（ネット通販） 06-6325-3333
EC（ネット通販） 楽天市場 シネマコレクション EC（ネット通販） 06-6136-7514
EC（ネット通販） 楽天市場 サンスター文具公式楽天市場店 EC（ネット通販） 03-3872-7141
EC（ネット通販） Amazon Amazon EC（ネット通販）
EC（ネット通販） Dtimes Store Dtimes Store EC（ネット通販） 050-3503-0626
EC（ネット通販） ヨドバシ・ドット・コム ヨドバシ・ドット・コム EC（ネット通販）

北海道 ハンズ 札幌店 060-0061 北海道札幌市中央区北４条西２丁目 さっぽろ東急百貨店8・9階 011-218-6111
宮城県 ハンズ 仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１−１ エスパル仙台東館 4F 022-791-0109
東京都 ハンズ 新宿店 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タイムズスクエアビル2～8F 03-5361-3111
東京都 ハンズ 渋谷店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町１２−１８ 03-5489-5111
東京都 ハンズ 渋谷スクランブルスクエア店 150-0002 東京都渋谷区渋谷２丁目２４−１２ スクランブルスクエア ショップ&レストラン10階 03-5766-1121
東京都 ハンズ 東京店 100-6701 東京都千代田区丸の内１丁目９−１  大丸東京店8～10Ｆ 03-5220-7109
東京都 ハンズ 銀座店 104-0061 東京都中央区銀座2-2-14マロニエゲート銀座1 5～9F 03-3538-0109
東京都 ハンズ 北千住店 120-8501 東京都足立区千住３丁目９２ 北千住マルイ 7F 03-5284-6111
東京都 ハンズ ららぽーと豊洲店 135-8614 東京都江東区豊洲２丁目４−９ アーバンドック ららぽーと豊洲1・1Ｆ 03-5547-0109
東京都 ハンズ ららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都立川市泉町９３５−１ ららぽーと立川立飛3F 042-540-6121
東京都 ハンズ 町田店 194-0013 東京都町田市原町田６丁目４−１ 町田東急ツインズ イースト6･7F 042-728-2511

神奈川県 ハンズ 横浜店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１丁目３−１横浜モアーズ  5～7階 045-320-0109
神奈川県 ハンズ ららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５−１ ららぽーと横浜 2F 045-929-0109
神奈川県 ハンズ アトレ川崎店 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６−１ アトレ川崎 4F 044-221-0109
神奈川県 ハンズ ららぽーと湘南平塚店 254-8510 神奈川県平塚市天沼１０−１ 三井ショッピングパークららぽーと湘南平塚 1階 0463-25-5050
千葉県 ハンズ 千葉店 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉１丁目１−１ ペリエ千葉 6F 043-308-0109
千葉県 ハンズ 柏店 277-0842 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7・8F 04-7141-6111
埼玉県 ハンズ 大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２丁目３  Domショッピングセンター４・５F 048-640-7111
埼玉県 ハンズ ららぽーと富士見店 354-8560 埼玉県富士見市山室１丁目１３１３ 2F 049-275-1109
群馬県 ハンズ 高崎店 370-0849 群馬県高崎市八島町４ ６−１ 高崎オーパ ６階 050-1743-1109
長野県 ハンズ 長野店 380-0823 長野県長野市南千歳１丁目22−６ MIDORI長野 4F 026-268-0109
静岡県 ハンズ 静岡店 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠１丁目１−１ 新静岡セノバ ３F 054-266-9311
静岡県 ハンズ 浜松店 430-8588 静岡県浜松市中区旭町１２−１ 遠鉄百貨店新館 5 階 050-1744-2109
愛知県 ハンズ 名古屋モゾ ワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０番 052-504-1090
愛知県 ハンズ 名古屋松坂屋店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目１６−１ 松坂屋名古屋店 南館 地下１階　 052-238-1833
三重県 ハンズ 桑名店 511-0863 三重県桑名市新西方１丁目２２イオンモール桑名 3F 0594-23-0109
石川県 ハンズ 金沢店 920-0961 石川県金沢市香林坊２丁目１−１ 香林坊東急スクエアGF 076-221-0109
大阪府 ハンズ 梅田店 530-8202 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 10～12F 06-6347-7188
大阪府 ハンズ 心斎橋店 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ 9～11階 06-6243-3111
大阪府 ハンズ あべのキューズモール店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目６−１ あべのキューズモール B1F 06-6645-0109
大阪府 ハンズ 江坂店 564-0051 大阪府吹田市豊津町９−４０ 06-6338-6161
京都府 ハンズ 京都店 600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町27番地 大丸京都店周辺店舗 075-254-3109
奈良県 ハンズ 奈良店 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町２丁目４−１ 近鉄百貨店奈良店 5F 0742-30-3005
兵庫県 ハンズ あまがさきキューズモール店 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目３−１ あまがさきキューズモール2F 06-6491-1090

“ｍｉｚｕｔａｍａ”販売店リスト

*販売店は変更になる場合がございます。ご了承ください。2022年12月19日時点

*販売店にて品切れの場合や、一部取り扱いの無い商品がある場合もございますのでご了承ください。

以下　12/26（月）以降取り扱い予定



都道府県 店名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号

兵庫県 ハンズ 姫路店 670-0927 兵庫県姫路市駅前町188-1ピオレ姫路 ピオレ1 5F 079-223-5001
岡山県 ハンズ 岡山店 700-0907 岡山県岡山市北区下石井１丁目2番1号 イオンモール岡山4F 086-801-0109
広島県 ハンズ 広島店 730-0013 広島県広島市中区八丁堀１６−１０ 082-228-3011
愛媛県 ハンズ 松山店 790-8587 愛媛県松山市湊町５丁目１−１ いよてつ髙島屋本館 7階 089-946-0109
福岡県 ハンズ 博多店 812-0012 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
長崎県 ハンズ 長崎店 850-0058 長崎県長崎市尾上町１−１ アミュプラザ長崎 4F 095-816-0109
熊本県 ハンズ 熊本店 860-0808 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
大分県 ハンズ 大分店 870-0831 大分県大分市要町１−１４ アミュプラザおおいた 3Ｆ 097-533-0109
宮崎県 ハンズ 宮崎店 880-0801 宮崎県宮崎市老松２丁目２番22号 アミュプラザみやざき うみ館3F 0985-34-9911

鹿児島県 ハンズ 鹿児島店 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1番地1 アミュプラザ鹿児島プレミアム館4～6階 099-250-0109
沖縄県 ハンズ 那覇メインプレイス店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち４丁目４−９ サンエー那覇メインプレイス1F 098-951-3510
沖縄県 ハンズ 浦添西海岸パルコシティ店 901-2123 沖縄県浦添市西洲３丁目１番１ サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 1 階 098-871-1100
沖縄県 ハンズ 宜野湾コンベンションシティ店 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊５５８−１０ 宜野湾コンベンションシティ1F 098-897-3377
熊本県 ハンズ ビー アミュプラザくまもと店 860-0047 熊本県熊本市西区春日３丁目１５−２６ アミュプラザくまもと 3F 096-285-9666
沖縄県 ハンズ ビー 石川シティ店 904-1106 沖縄県うるま市石川２５２１−１ サンエー石川シティ１階 098-965-3388
沖縄県 ハンズ ビー 具志川メインシティ店 904-2244 沖縄県うるま市江洲４５０−１ サンエー具志川メインシティ2階 098-974-0177
三重県 プラグス マーケット 四日市店 510-0086 三重県四日市市諏訪栄町７−３４ 近鉄百貨店四日市店２階 059-354-7582
滋賀県 プラグス マーケット 草津店 525-0026 滋賀県草津市渋川１丁目１−５０ 近鉄百貨店 草津店 2階 077-598-0107
山口県 プラグス マーケット 下松店 744-0025 山口県下松市中央町２１−３ ゆめタウン下松 3階 0833-45-3033
山口県 プラグス マーケット 下関店 750-0025 山口県下関市竹崎町４丁目４−１０ 大丸下関店 4階 083-232-1111
高知県 プラグス マーケット 高知店 780-0841 高知県高知市帯屋町１丁目６−１ 088-822-5111


