
会社名 郵便番号 住所 運営責任者 連絡先

株式会社サンク 171-0031 東京都豊島区目白2－13－3 森岡　みを
●電話番号　03-6821-1519
受付時間　10:00～17:00 （土・日・祝日を除く）
●メールアドレス　info@beigic.jp

菅原工芸硝子株式会社 283-0112 千葉県山武郡九十九里町藤下797 菅原　裕輔
●電話番号：0475-76-3551
●メールアドレス　info@sugahara.com

株式会社REINVENT 105-0013 東京都港区浜松町2－2－15 小野寺　聡 ●メールアドレス　service@reinvent.co.jp

株式会社ラヴィステラ 150-0012 東京都渋谷区広尾1-8-5-602 野田　聡美
●電話番号：070-8461-1674
受付時間　10:00～17:00（※土日祝除く）
●メールアドレス　info@laviestella.co.jp

株式会社フタバ 959-1136 新潟県三条市川通中町477番地 井上　佳美
●電話番号　0120-979-993
●メールアドレス　info@on-the-umami.com

株式会社マインドアート 141-0031 東京都品川区西五反田7－13－6　SDI五反田ビル２F 山田　洸
●電話番号 03-6417-0731
受付時間　10:00～18:00 （土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス salesp@mindart.co.jp

株式会社ビオスタイル 600-8023 京都府京都市下京区河原町通四条下ル富永町338番地京坂四条河原町ビル5Ｆ 田部井　安弘
●電話番号 0120-977-611
●メールアドレス hello@goodnaturestation.com

レルムナチュレジャパン合同会社 253-0061 神奈川県茅ケ崎市南湖6-13-11 鈴木　賢三郎

●メールアドレス　support@rerumnature.com
対応時間：営業時間内。3営業日以内に返信します。
営業時間 ：平日AM11:00-PM16:00 土日祝日休。仕入れ等で営業日でも臨時休業を頂く場
合がございます。

株式会社スマートメディア 107-0062  東京都港区南青山1-24-3 we work乃木坂 1F 成井　五久実
●電話番号 　03-6450-5477
営業時間：10時〜19時
定休日：土・日・祝日

株式会社Foreque 869-2401 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場2082 穴井　俊輔
●電話番号　0967-42-1010
●メールアドレス　info@fillinglife.co

ROSE　LABO株式会社 366-0814 埼玉県深谷市大谷2173-2 田中　綾華
●電話番号 03-6277-8755
●メールアドレス info@roselabo.com

e-ne株式会社 472-0044 愛知県知立市広見4-29広見セントラルビル3A 出口　隆志
●電話番号 0566-83-6633
●メールアドレス ideguchi@retap.jp

株式会社リングスター 630-0142 奈良県生駒市北田原町1208-5 唐金　祐太
●電話番号 0743-72-0125
受付時間　9:00～17:00 （※土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス　ringstar@ringstar.co.jp

MNインターファッション株式会社 107-0061 東京都港区北青山３丁目6番12号ヒューリック青山ビル 今井　徳 ●電話番号　03-5467-6064

木村石鹸工業株式会社 581-0066 大阪府八尾市北亀井町2-1-30 木村　祥一郎
●電話番号　072-994-7333
●メールアドレス　info@kimurasoap.co.jp

株式会社ネイチャーラボ 150-0013 東京都渋谷区広尾1－1－39恵比寿プライムスクエアタワー11F 長澤　佑治 ●電話番号 0120-954-913（受付時間：10:00～18:00）＊土日祝日・年末年始を除く

株式会社下園薩男商店 899-1802 鹿児島県薩摩川内市湯田町1013-1 下園　正博
●電話番号 ：0996-73-3104
イワシビル営業時間 ：11:00～18:00
1月1日はお休み

株式会社PCEジャパン 104-0061 東京都中央区銀座六丁目18-2新橋演舞場３階 岩本　浩次
●電話番号　03-3546-2636
●メールアドレス　info@lippmann.jp

株式会社SEAM 151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目5番7号306号室 石根　友理恵
●電話番号　03-6205-9489
●メールアドレス　info@koyoi.jp

Yuri Iwamoto 939-8084 富山県富山市西中野町1－14－13ポルタ西中野101 岩本　悠里 ●メールアドレス　gangannmo@gmail.com
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 153-8578 東京都目黒区上目黒2－1－1中目黒GTタワー 鳥川　行雄 ●メールアドレス：info@laborica.jp

株式会社Oz link&STYLE 604-8152 京都市中京区烏丸通蛸薬師下る手洗水町651-1　第14長谷ビル6Ｆ 三吉　愛子

ヴァントルテお問い合わせ先
当店に対するお問い合わせやご意見など、こちらのフォームよりお気軽にお尋ねください。
※土日祝、年末年始、夏季期間休業日のため、土日祝日に頂いたメールの返信は翌営業
日以降順次ご返信となります。ご了承ください。
●電話番号　0120-836-400
●メールアドレス info@vintorte.com

株式会社フリップザミント 810-0041 福岡県中央区大名１丁目3-41プリオ大名ビル２F 久川　誠太郎
●電話番号　050-3196-8883
●メールアドレス　info@hikei.life
営業：　平日11時~17時　休業日：土日祝

株式会社サハラ・インターナショナルグループ 602-0877 京都市上京区河原町通丸太町上る桝屋町354-2毎日新聞京都ビル4F 和田　浩志 ●メールアドレス info@sahara-group.co.jp
株式会社マイラーメン 215-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-5-1カサハラビル藤沢 丸山　大介 ●電話番号 0466-96-0155
株式会社インターパイロン 107-0062 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4F 下　浩子 ●メールアドレス thebees@interpylon.com

株式会社ITONAMI 711-0905 岡山県倉敷市児島唐琴町1421－26 島田　舜介
●メールアドレス　infoitonami@gmail.com
お問い合わせ対応時間：平日10:00～18:00まで
いただいたお問い合わせにつきましては3営業以内にご返答いたします。

株式会社フクシン 769-2705 香川県東かがわ市白鳥78番地1 堀井　正裕 ●電話番号　0879-25-2285

株式会社AFFUSION 602-0853 京都府京都市上京区宮垣町91 植松　泰之
●電話番号 075-748-6333
営業時間：10:00-18:00　定休日：土、日、祝日

株式会社ファーメンステーション 130-0003 東京都墨田区横川1-16-3　センターオブガレージRoom04 酒井　里奈
●電話番号　03-6206-9485
●メールアドレス　info@fermenstation.jp

株式会社ZIKICO 206-0025 東京都多摩市永山6-21-3 山瀬　光紀
●電話番号 042-400-0101
受付時間　9:00～17:00 （土日祝日・年末年始を除く）

株式会社インターナショナルシューズ  556-0014 大阪府大阪市浪速区大国1－11－20 上田　誠一郎

●電話番号 06-6641-2714
受付時間　9:00～17:00 （土日祝日を除く）
●メールアドレス　info@inter-shoes.com
●LINEアカウント　https://lin.ee/XQ4cqec

株式会社KOKUA 150-0031 東京都渋谷区桜丘町23－17シティコート桜丘408 中山　和也
●電話番号　050-5375-5922
●メールアドレス　info@kokua-social.jp

株式会社THINK STORE 150-0001 東京都渋谷区神宮前6－17－15落合原宿ビル３F 田中　雅己

●電話番号＜アンフィルター サポートセンター＞050-3138-2427
※平日11:00〜17:00（土日祝日は除く）
●お問い合わせフォーム
https://unfilter.co.jp/shop/contact
●メールアドレス
support@unfilter.jp

株式会社リム•ジャパン 731-5113 広島県広島市佐伯区美鈴が丘緑2-5-14-2 西原　ミツル
●電話番号　090-2804-8294
営業時間：10:00〜17:00（日祝日除く）
●メールアドレス　rimj_info@ybb.ne.jp

株式会社GOODIE 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西1-5-22　中山文保会館3D 岸原　秀行
●メールアドレス　info@bywater.jp
※上記以外の事項（特定商取引法において省略可能な事項）に関しましては、お取引の際
に請求があれば遅延なく提示いたします。

株式会社OGICO 154-0001 東京都世田谷区池尻4-10-1グレンパーク駒場E305 窪田　亜由美 ●メールアドレス support@hugbrowne.com

有限会社アジュマ 113-0033 東京都文京区本郷7－2－2本郷ビル２F 渡邉　みのり
●電話番号　0120-953-129
受付時間　10:00～18:00 （土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス 　 info@ajuma-love.com

株式会社FUNPANY 536-0008 大阪府大阪市城東区関目1丁目16-18 出口　健一
●電話番号 ：050-3188-0130
営業時間：11am-15pm　定休日：土日祝日

株式会社Wondershake 153-0061 東京都目黒区代官山1-1-71　KN代官山７F 鈴木　仁士

a.geniq
●電話番号 0570-200-537
●メールアドレス customer@ageniq.jp
●ホームページURL ageniq.jp
Pepti Time
●電話番号 0570-200-537
●メールアドレス cs@peptitime.jp
●ホームページURL peptitime.jp
if nature
●電話番号 0570-200-537
●メールアドレス cs@ifnature.jp
●ホームページURL ifnature.jp
sufree
●電話番号 0570-200-537
●メールアドレス cs@sufree.jp
●ホームページURL sufree.jp

トッパン・フォームズ株式会社 105-8311 東京都港区東新橋1－7－3
事業責任者
平林勇人

●電話番号　0120-626-194
受付時間：10:00〜18:00（土日祝祭日および弊社休業日を除く）

株式会社BOTANIC 153-0061 東京都目黒区中目黒3-23-16-2F 上甲　友規
●電話番号　03-6416-8066
営業時間：11:00～18:00
定休日：土曜、日曜

株式会社ゴールドウイン 150-8517 東京都渋谷区松濤2-20-6 渡辺　貴生 ●電話番号　03-3481-7201
株式会社エージェント 150-0042 東京都渋谷区宇田川町33-7　アイ・アンド・イー渋谷ビル4階 四宮 浩二 ●電話番号　03-3780-3911
株式会社アナザーカンパニー 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-12　VORT AOYAMA Ⅱ　5階 犬田　將幹 ●電話番号　03-6427-9690

オイシックス・ラ・大地株式会社 141-0032
東京都品川区大崎1丁目11番2号　ゲートシティ大崎イーストタワー5階
経営企画本部　新規事業開発準備室

東海林　園子 ●電話番号　0120-016-916

株式会社ニトムズ 140-0002 東京都品川区東品川4-12-4　品川シーサイドパークタワー7階 西　隆之

●電話番号　0570-05-2106
営業時間 9:00～12:00／13:00～17:00（土曜日、日曜日、祝祭日、ゴールデンウィーク、夏
季休暇、年末年始等を除く）
●お問い合わせフォーム　https://www.nitoms.com/contact/jp/

株式会社スナックミー 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町44-1　イマス箱崎ビル3階 服部　慎太郎 ●メールアドレス　support@snaq.me
株式会社ENBAN 150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目6-2　エクラート渋谷5階 小椋　浩佑 ●メールアドレス　service@enban.tokyo

SHIGETA株式会社 107-0051 東京都港区元赤坂1-2-17 Dominik Woerns
●電話番号　03-6434-0798
●メールアドレス　customer@shigeta.fr

株式会社ニデック 443-0104 愛知県蒲郡市形原町大沢27-4 磯貝　尚秀 ●電話番号　0533-58-3737
Thumbs Up Works 781-2106 高知県吾川郡いの町大国町3108 小野　義矩 ●メールアドレス　kochicraftcola@gmail.com

HON・パートナーズジャパン株式会社 169-0072 東京都新宿区大久保1-15-15　秋山ビル１F 石川　亮太
●電話番号　03-6205-6248
●メールアドレス　eena_mgrs@hon-japan.co.jp

株式会社ダニュウ 111-0032 東京都台東区浅草7-1-9 西野　承之
●電話番号　03-3875-3338
受付時間　9:00～16:00 （※土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス　contact@danyu.jp

株式会社ごっつお便 102-0083 千代田区麹町2-4 麹町八幡ビル５F 則竹　伸浩
●電話番号　03-5213-6111
営業時間　10:00～17:30 （土日祝　年始休み）
●メールアドレス　ec+gottsuobin@ecmall.info

株式会社シエナ 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷８F 塚原　由莉
●メールアドレス　hello@suuw.jp
●お問い合わせフォーム　https://suuw.jp/shop/contact

TOLATSUVA 152-0001 東京都目黒区中央町2-35-15スター学大202 羽月　舞里
●電話番号　080-5021-0451
●メールアドレス　mairi@sophishea.com

ツバメタオル株式会社 598-0021 大阪府泉佐野市日根野7181 坂本　明應
●電話番号　072-467-0561
受付時間　10:00～17:00 （※土日祝日・年末年始・夏季休業を除く）
●メールアドレス　info@tsubame-towel.com

ROOCH design Co. 769-2101 香川県さぬき市志度3165-4 木村　竜介
●電話番号　070-8356-8350
●メールアドレス　sien.9xx＠gmail.com

株式会社ヴァンドームヤマダ 107-0062 東京都港区南青山5-12-1ヴァンドームヤマダビル6階 永見　拡高 ●電話番号　03-3470-3524

株式会社ジオン商事 150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19　恵比寿ビジネスタワー11F 佐藤　亮志
●電話番号　03-5792-8003
受付時間　10:00～18:00 （※土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス　t_sato@jione.co.jp

株式会社SIORIS 108-0073 東京都港区三田2-7-12 徳文堂ビル4階 李　セロム
●電話番号　03-6633-2818
受付時間　10:00～19:00 （※土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス　info@sioris.jp

株式会社ドローム 277-0843 千葉県柏市明原2-2-24 菱栄ビル201 吉田　敏雄
●電話番号　04-7199-3679
受付時間　14:00～18:30 （※土日・GW・年末年始を除く）
●メールアドレス info@peaq.tokyo

株式会社KIRIKOMI 047-0032 北海道小樽市稲穂5-13-8 孫　静
●電話番号03-6452-3077
受付時間　10:00～18:00 （※土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス　info@maisonkirikomi.com

株式会社TiFiLid 540-0038 大阪市中央区内淡路町1-2-9中谷ビル702 張　佳宁
お問い合わせ・ご質問はこちらまで
●メールアドレス　info@tifilid.com

Ebbinghaus Stationery 655-0046 神戸市垂水区舞子台6-20-37-501 樫原　亜希 ●電話番号　070-8538-2365

株式会社英瑞 106-0061 東京都港区北青山3-5-38　善光ビル 佐藤　圭
●メールアドレス　shop@sodaterutowel.com
お問い合わせ窓口　10:00～17:00 （※土日祝日を除く平日）順次ご対応いたします。

株式会社ハナミスイ 160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1-609 金　起徳
●電話番号　03-6304-5797
企画制作本部　陳もしくは吉田まで

貝印株式会社 101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5　 遠藤　浩彰 ●メールアドレス　toda-keisuke@kai-group.com
株式会社絆家 175-0083 東京都板橋区徳丸1-17-12-402 平岡　雅史 ●メールアドレス　info@monogatari-coffee.com

和想屋 920-0362 石川県金沢市古府2丁目27-3　2F 中川　大介
●電話番号　076-259-1603　　090-8704-9099
●メールアドレス　info@wasoya.jp

アデリア株式会社 135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 田中　志織
●電話番号　03-4582-3962
受付時間　9:00～17:30 （※土日祝日・年末年始を除く）

TOUFU株式会社 133-0073 東京都江戸川区鹿骨1-39-4　1F 鈴木　良夫
●電話番号　03-5879-8038　　090-7721-7306
●メールアドレス　info@toufu.tokyo

株式会社DRIPS 150-0046 東京都渋谷区松濤1-29-1渋谷クロスロードビル5階 各務　康貴
●hanaraviサポートデスク電話番号0120-574-481
●お問い合わせフォーム(下記hanaraviのページよりLINE登録を行ってください)
https://www.hanaravi.jp/

川辺株式会社 160-8403 東京都新宿区四谷4-16-3 岡野　将之
●電話番号　03-3552-7404
受付時間　9:30～12:00　13:00～17:45 （※土・日・祝日、年末年始、夏季休暇等、弊社休日
を除く）

株式会社ニッセン 601-8412 京都府京都市南区西九条院町26番地 羽渕　淳
●電話番号　0120-40-2000
●お問合せフォーム
https://info.nissen.co.jp/contact/index.htm

株式会社エントリージャパン 160-0022 東京都新宿区新宿6-12-5　新宿松喜ビル３F ダニエル　ステイコ
●電話番号　03-5362-3383
●メールアドレス　info@entry-japan.com

株式会社はや美 107-0052 東京都港区赤坂4-3-28　ディアプラザ赤坂２F 川上　エリカ
●電話番号　03-5572-7813
受付時間　10:00～18:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）

mailto:gangannmo@gmail.com

