
会社名 郵便番号 住所 運営責任者 連絡先
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

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

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

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 浅井　厚貴 ●メールアドレス：info@laborica.jp

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 京都府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

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
株式会社conte 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-17-4　アクシーズ7号館10階 谷口　清二朗 ●メールアドレス　support@conte.art

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KIRIKOMI 153-0063 東京都目黒区目黒3-5-7 ハーミットクラブハウス103 孫　静 ●電話番号080-4734-8433

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 兵庫県神戸市中央区中町通3-1-16-502 樫原　亜希 ●電話番号　070-8538-2365

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

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 107-0062 東京都港区南青山4-17-33　グランカーサ南青山2F 髙橋　めぐみ
●電話番号　03-6869-3911　080-4331-3106
●メールアドレス　info@toufu.tokyo

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

株式会社草冠 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-4 堀田　理佳 ●電話番号　03-6415-4193(火・日定休)

アンファー株式会社 100-7026 東京都千代田区丸の内2-7-2　JPﾀﾜｰ　26F 武石　夏那
●ご相談窓口　0120-059-595
受付時間　9:00～21:00 （年中無休）

株式会社Blue Tokai Coffee Japan 104-0061 東京都中央区銀座1-22-11　銀座大竹ビジデンス２F 江刺　亮雄
●電話番号　03-6684-1412
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　support@bluetokaicoffee.jp

合同会社Vol. 153-0042 東京都目黒区青葉台3-5-42 遠藤　桃子
●電話番号　03-6427-8159
●メールアドレス　contact@emdm.jp

有限会社吉田七味店 370-2316 群馬県富岡市富岡1071-5 吉田　真也 ●メールアドレス　nanban@bay.wind.ne.jp　　darts_kendo.love@yahoo.ne.jp
OUTBLOOM 107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号　ウィン青山942 CHIHARU Kutsuwa ●メールアドレス　atthis@outbloom.jp
株式会社Unsungs&Web 170-0005 東京都豊島区南大塚3-36-7 有井　誠 ●メールアドレス　info@komons-japan.com

株式会社峰村商店 950-0084 新潟県新潟市中央区明石2-3-44 葉葺　正幸
●電話番号　025-247-9321
●メールアドレス　shop@minemurashouten.co.jp

KIOM株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南2-4-12　アビスタ九段ビル3F 岡村　幸一 ●メールアドレス　info@lirosa.tokyo
ラフラ・ジャパン株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿1-8-1　大橋御苑駅ビル9階 木村　元 ●電話番号　03-3358-5528

有限会社福井堂 705-0021 岡山県備前市西片上1293 マクドナルド吉延洋子
●電話番号　0869-64-2065
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@fukuido.co.jp

Kaava HELMI 152-0021 東京都目黒区東が丘1-5-22　TOCOMA203 中尾　智恵
●電話番号　090-3766-7681
●メールアドレス　merrymerry9123@gmail.com

株式会社MGS JAPAN 451-0066 愛知県名古屋市西区児玉3-27-3 松田　卓也
●電話番号　052-521-3312
受付時間　9:30～18:30 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@11swans.jp

OURSE株式会社 107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15号ウィン青山942 濱田　拓馬
●電話番号　050-5539-4112
●メールアドレス　cs@moku.info

AMALIA studio 064-0916 札幌市中央区南16条西9丁目1-13-1002 山口　萌 ●メールアドレス　amalia.studio01@gmail.com

株式会社大和 399-8204 長野県安曇野市豊科高家1178-11 山本　友延
●電話番号　0120-151-600
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、GW・お盆・年末年始を除く）
●メールアドレス　info@dozo-gift.com

有限会社飛松 113-0034 東京都文京区湯島3-12-10-2ｆA 飛松　由紀子
●電話番号　070-4511-4825
受付時間　9:00～18:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス info@bathpic.com

株式会社フレークス 183-0054 東京都府中市幸町1-37-2　ホワイトコーポ402 佐藤　憲一
●電話番号　070-8447-9153
●メールアドレス　contact@fleex.jp

ランドポート株式会社 101-0021 東京都千代田区外神田2-2-19　MKビル 傳馬　綾
●電話番号　03-3255-8388
●メールアドレス　info@carrythesun.jp

有限会社メリリマ 920-0838 石川県金沢市東山1-22-1 三越　ひろし
●電話番号　076-205-3318
●メールアドレス　office@meririma.com

mon autre 810-0011 福岡市中央区高砂1丁目15-17 柴田　就至 ●電話番号　090-4284-5610
マザーアース・ソリューション株式会社 106-0032 東京都港区六本木七丁目7番7号 羽田　賀恵 ●メールアドレス　info@clayd.jp
株式会社セイワ食品 308-0111 茨城県筑西市舟生44-5 山口　壽一 ●電話番号　0296-37-3130

宮栄商事有限会社 791-3301 愛媛県喜多郡内子町内子1956 宮瀬　貴久
●電話番号　0893-44-2307
受付時間　8:00～12:00、13:00～17:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　ei-jim@miyaei.com

有限会社日の出屋製菓 510-1233 三重県三重郡菰野町大字菰野5062 千種　啓資
●電話番号　本社059-394-2364　店舗090-4119-3181
●メールアドレス　info@hinodeya-seika.net

株式会社lojus 151-0051 東京都市鵜約千駄ケ谷3-32-5 田中　麻里奈
●電話番号　03-6876-0781
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@lojus.me

株式会社Tatei 918-8237 福井県福井市和田東2丁目1711　HASビル101 岩永　美香
●電話番号　0776-76-7844
受付時間　平日10:00～17:00 （※土・日・祝日を除く）
●メールアドレス info@atelier-rose.jp

株式会社drawers WOODWORK CENTER 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6-11-37 鈴木　大輔
●電話番号　045-717-5853
営業時間　8:30～17:45 （※定休日：土・日・祝日）
●メールアドレス　info@soudankaguya.com

株式会社しめのうち 183-0023 東京都府中市宮町2-3-8 大室　元
●電話番号　042-361-2034
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　shimenouchi02@outlook.jp

株式会社アドバンス 270-0014 千葉県松戸市小金442-14　5階 田中　政嗣
●電話番号　047-312-1130
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@ors-jp.com

株式会社駒平キウブ商事 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-8-7 加藤　平兵衞
●電話番号　052-971-2112
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、お盆、年末年始を除く）
●メールアドレス

株式会社和ナチュラルテイスト 369-0211 埼玉県深谷市岡部2005-1 柏村　由紀子
●電話番号　048-577-3562
受付時間　営業時間内 （※土・日・祝日、年末年始を除く）

株式会社シファカ 700-0813 岡山県岡山市北区石関町6-3　2F 作元　大輔
●電話番号　086-201-9595
受付時間　10:00～18:00
●メールアドレス　csonline@cifaka.jp

株式会社Sense flow 104-0061 東京都中央区銀座1-12-4　N&E BLD.7階 加藤　康子
●電話番号　03-6372-6697
受付時間　12:00～16:30 （定休日：土・日・祝日、不定休）
●メールアドレス　info.moonphase295@gmail.com

mailto:gangannmo@gmail.com
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株式会社菊廼舎本店 104-0061 東京都中央区銀座5-9-17 丸山　敦
●電話番号　03-0878-5841
受付時間　10:00～16:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@ginza-kikunoya.co.jp

株式会社SHICA 150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目40-15　HC5ビル3階 竹下　愛華

●電話番号　03-6438-9986
受付時間　11:00～18:00 （※土・日・祝日を除く）
●メールアドレス　info@shica-tokyo.com      t.manaka@shica-tokyo.com
m.taro@shica-tokyo.com

株式会社ハートウェル 799-1607 愛媛県今治市朝倉上乙1050番地１ 池永　将成
●電話番号　0898-56-3888
●メールアドレス　info-shop@hartwell.co.jp

株式会社メゾンドミューズ 328-0005 栃木県栃木市寄居町340 渡辺　仁亜
●電話番号　050-3177-2399
●メールアドレス　info@maison-de-muse.com

株式会社UNDERWATER 110-0003 東京都台東区根岸4-4-9 平子　勝之進 ●メールアドレス　info@tsukijikaiuu.tokyo

スモカ歯磨株式会社 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1丁目3-9 米原　功輝
●電話番号　06-6471-0151
受付時間　10:00～17:00 （※祝日、休日、年末、年始、盆休を除く）

株式会社太極舎　暁ブルワリー八幡平ファクトリー 028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-474-6 工藤　知佳
●電話番号　0195-78-8994
受付時間　10:00～15:00

株式会社ミュージー 509-9132 岐阜県中津川市茄子川1644-1 佐藤　優 ●電話番号　0573-68-6305

サイバール株式会社 598-0021 大阪府泉佐野市日根野4097-2　ミヤコピア日根野202号 浜端　直子

●電話番号　072-493-3250
受付時間　平日9:00～17:00 （※定休日：土・日・祝日）
●メールアドレス　asoboze@cyberl.jp
24時間受付、2営業日以内に返信いたします

リマテックホールディングス株式会社 596-0015 大阪府岸和田市地蔵浜11番地の1 河本　一誠 ●メールアドレス　info@atara-iwate.com

株式会社G＆Lパートナー 596-0808 大阪府岸和田市三田町214-2 和田　嘉治
●電話番号　072-441-1384　●FAX 072-447-5507
●メールアドレス　gandlpartner@gmail.com  ●HP https://gandlpartner.com

株式会社リリーライン 240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色526-23 小野　玲子
●電話番号　046-875-8771　●FAX 046-807-0172
●メールアドレス　lilielein@jcom.home.ne.jp　　●HP　https://www.lilie-lein.info

ZIGEN株式会社 810-0023 福岡県福岡市中央区警固2丁目18-13　オークビルⅠ701 烏山　友幸
●電話番号　0120-927-101
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　contact@zigen-shop.com

合同会社秋本ドアーズ 104-0061 東京都中央区銀座1-22-11　銀座大竹ビジデンス2F 秋本　たみ子
●電話番号　03-6680-8539
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　healthnuts.shop@gmail.com

SPILA TEA TOKYO 150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4　桑野ビル2階 前　弥恵
●電話番号　050-7123-2028
受付時間　9:00～18:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@spilatea.co.jp

株式会社ブロケード 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通3-11-8　2階 錦　昭光
●電話番号　078-252-1600
受付時間　11:00～17:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@jerky.jp

株式会社プラスディー 153-0044 東京都目黒区大橋1-7-4　久保ビル2A 白井　淳 ●電話番号　03-6416-4957(平日10:00～18:00）

株式会社hachi 600-8828 京都府京都市下京区西新屋敷揚屋町46-3 村上　拓司
●電話番号　075-746-2069
●メールアドレス　contact@offsait.com

株式会社RED 107-0061 東京都港区北青山3-6-19　三和実業表参道ビル１F 北島　寿子 ●メールアドレス　info@rednatural.co.jp

玉の肌石鹸株式会社 130-0021 東京都墨田区緑3-8-12 三木　晴信

●電話番号　03-3846-1892
受付時間　8:30～12:00、13:00～17:30 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●お問合せフォーム
https://tamanohada.co.jp/pages/contact

kaika合同会社 107-0062 東京都港区南青山3-15-9　MINOWA表参道3階 島津　美加 ●メールアドレス　info@kaikafragrance.co.jp
株式会社アバランチ 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4-22　肥後橋プラザビル7階 熊本　樹稔 ●メールアドレス　info@no-38.com

株式会社十吉 350-0036 埼玉県川越市小仙波町4-16-8 林　真太郎
●電話番号　049-270-7213
受付時間　平日9:30～17:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@zikkichi.com

株式会社ユニヴァ・フュージョン 106-6035 東京都港区六本木1-6-1　泉ガーデンタワー35F 藤本　一光 ●メールアドレス　fujimoto@univafusion.co.jp

Scat 150-0001 東京都渋谷区神宮前2-24-4　里見ビル2F 坂田　和也
●電話番号　03-6434-9739
●メールアドレス　scat.official.info@gmail.com

株式会社Relic 150-6008 東京都渋谷区恵比寿4-20-3　恵比寿ガーデンプレイスタワー８F 眞嶋　伸明
●電話番号　03-6455-0735
●メールアドレス　sho.tejima@relic.co.jp

株式会社サブトラクション 142-0063 東京都品川区荏原4-7-11 若松　三菜子
●電話番号　080-3253-1578
●メールアドレス　mw@subtraction.jp

エベリスト株式会社 153-0061 東京都目黒区中目黒2丁目8-19miyajimaビル　５F 本島　大介 ●メールアドレス　contact@eume.store

株式会社Peck 502-0071 岐阜県岐阜市長良3-282　グランリーオ長良301 渡邉　洋子
●メールアドレス　japan_sohyo@yahoo.co.jp
受付時間　10:00～18:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）

株式会社ストレイン 153-0063 東京都目黒区目黒2-11-8　1階 黒澤　政博

●電話番号　03-6438-9358
●メールアドレス　info@resple.jp
1．当社製品に関するご不明点、ご要望等ございましたらお気軽にお問合せください。
2．お問い合わせのご返答に2～3営業日をいただく場合がございます。ご了承ください。

天満紙器株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-4-2(勝村ビル) 熊谷　大輝

●電話番号　03-3639-4833
●FAX　03-3639-5644
受付時間　10:30～19:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@hand-and.com

スカパーJSAT株式会社 107-0052 東京都港区赤坂1-8-1　赤坂インターシティAIR　１１F 加茂　弘子 ●メールアドレス　satellite.crayon@sptvjsat.com

ケースフィニット株式会社 170-0005 東京都豊島区南大塚3-24-4　MTビル２F チェン・チンイ
●お問い合わせフォーム　https://form.run/@casefinitesupport
●メールアドレス　help@casefinite.com
通常3営業日以内にご返信いたします（※土・日・祝日、年末年始を除く）

株式会社ICOR 048-1541 北海道虻田郡ニセコ町羊蹄99-3 竹下　マリ
●電話番号　0570-009-150
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　support@icor.jp

株式会社FORLIFE　JAPAN 150-6027 東京都渋谷区恵比寿4-20-3　恵比寿ガーデンプレイスタワー27F 小室　健
●電話番号　03-6631-1416
●メールアドレス　info@forlifedesign.jp

株式会社かならぼ 150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-23　東邦ビル4F 和田　佳奈
●電話番号　03-6277-3994
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　support@kana-labo.co.jp

Nama Gateau Au Chocolat 250-0002 神奈川県小田原市寿町5-6-17-5 柳下　龍介
●電話番号　090-2146-0025
受付時間　10:00～18:00 （※土・日・祝日を除く）
●メールアドレス　info@namagateauauchocolat.com

グローバルオーガニックグループ株式会社 295-0102 千葉県南房総市白浜町白浜2887-5 井口　友信
●電話番号　050-6861-3000
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　info@globalorganicgroup.com

Sora Japanity 150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4　2F 吉田　晴美
●電話番号　03-6855-3927
●メールアドレス　info@japanity.jp

irori合同会社 103-0027 東京都中央区日本橋2-1-17　丹生ビル2F 菊池　友哉 ●メールアドレス　hello@tsubameseikaten.com

株式会社Clover Life 277-0005 千葉県柏市柏5-8-5 大川　賢次郎
●電話番号　04-7128-9824
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　dev17.project@gmail.com

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー 169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1　新宿フロントタワー27F 大村　和重 ●お問い合わせ　お客様相談室：0120-941-554

株式会社フィッツコーポレーション 107-0061 東京都港区北青山3-6-1　オーク表参道ビル7・8F 北澤　明子
●電話番号　03-6892-1320
●メールアドレス　info@fitsonlonestore.com ●HP　https://fitsonlinestore.com

リンベル株式会社 103-0027 東京都中央区日本橋3-13-6 酒井　美季
●電話番号　03-3246-1122(本社)
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、お盆・年末年始期間を除く）

ハンブラザーズ株式会社 104-0033 東京都中央区新川1-5-19　茅場長岡ビル5階 兼川　秀太
●電話番号　フリーダイヤル0120-913-245
受付時間　10:00～17:00
●メールアドレス　info@hanbrer.com

ビーズトーク株式会社 432-8055 静岡県浜松市南区卸本町97-1 武田　明子
●電話番号　053-401-7563
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日を除く）
●メールアドレス　info@beestalk.jp

株式会社アイ・コーポレーション 112-0014 東京都文京区関口1-43-5　新目白ビルB1F 佐竹　恵子
●電話番号　03-3202-5200
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@i-corporation.co.jp

CHAIN株式会社 541-0053 大阪府大阪市中央区本丁1-5-7　西村ビル２F 川岸　成光
●電話番号　06-6226-7135
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、当社規定の休業日・年末年始を除く）
●メールアドレス　chain@chain-haircare.com

株式会社TREASURE IN STOMACH 001-0903 北海道札幌市北区新琴似3条2丁目6-3 柴田　愛里沙 ●メールアドレス　info.chat@tresto.me
有限会社マツイアンドパートナーズ 869-1603 熊本県阿蘇郡高森町色見1453-15 豊田　希 ●メールアドレス　info@ladybug-soap.com

株式会社NMT Japan 231-0861 神奈川県横浜市中区元町4-179　ウィスタリア元町3階 土屋　恵美
●電話番号　03-6438-9764
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　saveme@saveme.co.jp

合同会社LIBECAS 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野2-11-20-817 古中　美穂
●電話番号　050-5856-9012
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@helia-d.jp

GOD Valley Coffee Roastery 231-0838 神奈川県横浜市中区豆口台4-103 神谷　衛 ●電話番号　045-225-8321

天ト命-tentoinochi- 082-0016 北海道河西郡芽室町東6条10丁目4番地5　6条ハイツ201 小林　華織
●電話番号　090-5221-6223
受付時間　10:00～17:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　tentoinochi@gmail.com

株式会社SHAROAID 112-0014 東京都文京区関口1-3-5　LOGIビル4F 籔内　浩平
●電話番号　03-6277-6120
●メールアドレス　information@sharoaid.com

有限会社フェント 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-39-6 石山　照実
●電話番号　090-7720-8099
●メールアドレス　zakurotime@gmail.com

株式会社サカキL&Eワイズ 519-2161 三重県多気郡多気町土羽1123-3 守野　正人 ●電話番号　0598-39-8181
株式会社ヴォークス・トレーディング 104-0032 東京都中央区八丁堀サンケイビル8F 村上　恒志 ●メールアドレス　voxspice@voxtrading.jp

合同会社long forme 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-6-2　代々木ガーデンズ401 マイ・ソン・ハイ
●電話番号　03-6206-0468
●メールアドレス　hi@longforme.com

株式会社ベースプラス 150-0042 東京都渋谷区宇田川町2-1　渋谷ホームズ1105 安田　智和

エサンスベス　オンラインストア
●電話番号　03-6712-7905
受付時間　平日10:00～18:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@essencebase.jp

有限会社スプラウトジャパン 167-0054 東京都杉並区松庵2-6-32 山口　義裕
●電話番号　03-5344-9963
●メールアドレス　info@macaron-et-chocolat.jp

株式会社イノベンション 252-0241 神奈川県相模原市中央区横山台1-8-11 貴戸　光彬 ●電話番号　042-769-6750

ラレシーブオーバンブー合同会社 188-0011 東京都西東京市田無町6-17-2 横尾　宏子
●電話番号　042-467-9891
●メールアドレス　info@.lalessive-aubambou.com
●IG　https://www.instagram.com/lalessive_aubambou/

NPO法人北播磨ラベンダー 679-1324 兵庫県多可郡多可町加美区轟799-127 森本　寿文
●電話番号　0795-36-1616
受付時間　9:00～17:00 （※水曜、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@lavender-park.jp

SEIYA　Design(後藤　清也) 413-0505 静岡県賀茂郡河津町沢田256 後藤　清也 ●電話番号　090-1097-3453

株式会社４５５studio 405-0005 山梨県山梨市小原東248-1 山本　瑞穂
●電話番号　0553-39-9781
●メールアドレス　mizuho-yamamoto@s-hp.co.jp

ロータス・ラボラトリーズ株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木5-25-17 二郎丸　桂子
●電話番号　03-4500-7265
受付時間　10:00～16:00 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　contact@lotuslab.jp

株式会社Dada 112-0014 東京都文京区関口1-3-6 篠﨑　大輔
●電話番号　0120-74-7889
受付時間　10:00～17:30 （※土・日・祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@dada-beauty.co.jp

株式会社虎玄 107-0051 東京都港区元赤坂1-5-8 黒川　光晴
●メールアドレス　torayaanstand@toraya-group.co.ｊｐ
※定休日：土・日・祝日、年末年始

株式会社スズヤ 110-0001 東京都台東区谷中4-4-28 小林　伽奈子
●電話番号　03-5834-1875
受付時間　9:00～18:00 （※土・日・祝日、当社休業日を除く）
●メールアドレス　foomy.japan@gmail.com

株式会社心電 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番3号　光雲閣707号 郡司　淳史 ●メールアドレス　info@vaisa.jp

認定特定非営利活動法人　ホープワールドワイド・ジャパン 151-0073 東京都渋谷区笹塚2-16-1 加藤　敦
●電話番号　03-6300-5240(※土・日・祝日、年末年始を除く）
受付時間：10:00～17:00
●メールアドレス　igarashi@hopewwj.org

株式会社ナチュレジャパン 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-1 PMO渋谷Ⅱ2階 203 橋本　真弘
●電話番号　03-4590-2725
●メールアドレス　customer@nature-jp.com

彩り株式会社 107-0062 東京都港区南青山4丁目17-33 渡井　俊輔
●電話番号　0120-567-432
●メールアドレス　shop@mogans.jp

株式会社グラディア 541-0047 大阪市中央区内淡路町1-4-16 大廻　良子
●電話番号　0120-500-040
●メールアドレス　information@gladia.jp

株式会社エクラスト 232-0014 神奈川県横浜市南区吉野町2-5　サウスライン横浜4F-D 坂本　奈緒子
●電話番号　045-315-7026 (不在時は090-7831-8791)
●メールアドレス　sakamoto@eclast.com

株式会社みずほの国づくり 296-0043 千葉県鴨川市西町1179 武田　大介
●電話番号　04-7096-7300
●メールアドレス　limoce.dtakeda@gmail.com

株式会社MACHICOCO 577-0064 東大阪市川俣本町11-10 戸屋　加代
●電話番号　060-6720-8735
営業時間　9:00-18:00 (※日祝日・年末年始、お盆休みを除く）
●メールアドレス　inquirymail@machicoco.co.jp

株式会社ポスパム 813-0043 福岡市東区名島3-4-3-2F 尾石 ●メールアドレス　info@pospam.com

株式会社アクシージア 163-0235 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル35階 神谷　隆暖
●電話番号　03-6304-5840
●メールアドレス　choosebase@axxzia.jp

株式会社b-ex 158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-5世田谷ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｴｱﾋﾙｽﾞIV1階 辻　峰俊
●電話番号　03-6757-7767
●メールアドレス　shopping@b-experience.com

株式会社ジェイイーエス 164-0003 東京都中野区東中野区3丁目8-13 MSRビル7F 関川　徹
●電話番号　0120-998-711
●メールアドレス　 contact@j-smc.co.jp

株式会社フォーエフ 121-0813 東京都足立区竹の塚1丁目40-15庄栄ビル5F BPT 石橋　将 ●電話番号　080-5227-1484

lecture de minuit 920-0968 石川県　金沢市幸町2-2ビューシャトー201 木谷　さやか
●電話番号　076-225-8816
●メールアドレス　lec.minuit@icloud.com

株式会社アシックス 650-8555 神戸市中央区港島中町7丁目1番1 千田　伸二 ●メールアドレス　https://unoha-u.com/shop/contact/contact.aspx

多可町ふるさと交流協会 679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂187 小迫　悠香
●電話番号　0795-37-0699
●メールアドレス　info@raku-taka.com

株式会社OSMIC 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8茅場町第2平和ビル6F 中川　英之 ●電話番号　03-6667-0313



会社名 郵便番号 住所 運営責任者 連絡先

アイナリー・ブルー株式会社 151-0062 東京都渋谷区元代々木町32-2 MYガーデン1F 生方　文朗
●電話番号　050-3802-5556
●メールアドレス　info@beshared.jp

秋庭農園 306-0052 茨城県古河市大山1200-2 秋庭　覚 ●電話番号　0280-48-1200

株式会社ZENB JAPAN 475-8585 愛知県半田市中村町2-6 濱名　誠久
●電話番号　0120-133-309
受付時間  9:00～18:00   (※年末年始を除く）
●お問い合わせフォーム　　https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new

株式会社life 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-8-15 ルート江戸堀8F 竹内　奈緒樹
●電話番号　06-6445-0886
受付時間10:00～17:00 (※土日祝日・年末年始を除く)
●メールアドレス　info@life-corporation.co.jp

株式会社ジェイ・エス 154-0011 東京都世田谷区上馬4-2-5上馬セントラルビル7F 嶋田　武史 ●電話番号　03-5432-6262

株式会社グッドクロス 141-0031 東京都品川区西五反田8-2-2喜助西五反田ビル2階 荒木　修
●電話番号　03-6420-2088
 受付時間10:00～18:00(※定休日　土・日・祝日）
●メールアドレス　　araki@goodcross.com

プレミアアンチエイジング株式会社 105-6308 東京都港区虎ノ門1-23-1虎ノ門ヒルズ森タワー8階 松浦　清
●電話番号　03-3502-2020
受付時間10:00～17:00  (※土日祝日・年末年始を除く）

株式会社ライスカレー 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1渋谷マークシティウエスト20階 大久保　遼
●メールアドレス　ryo.okubo@ricecurry.co.jp     arato.shimada@ricecurry.co.jp
momoka.ogiwara@ricecurry.co.jp      yume.ishikura@ricecurry.co.jp

GOOD FOR LIFE 920-0921 石川県金沢市材木町2-17 河口　佳菜子
●電話番号　080-6352-6397
●メールアドレス　goodforlife2022@gmail.com

株式会社NOVEL REPUBLIC 160-0023 東京都新宿区西新宿5-5-1-915号室 富　東昇
●電話番号　080-3592-0080
●メールアドレス　t.tomi@novelrepublic.co.jp

アトリエレトン合同会社 761-8045 香川県高松市西山崎町343-8 樫原　大明
●メールアドレス　hello@konohino.com
●HP　　ttps://konohino.com
●Instagram  https://www.instagram.com/hiro.kashihara/

株式会社シンセリティーコスメ 150-0034 津京都渋谷区代官山町8-7　Daiwa代官山 増田　光司
●電話番号　03-6778-8223
●受付時間10:00～17:00   (※土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス　info@sincerity-cosme.com

株式会社LONVA 155-0032 東京都世田谷区代沢4-44-12   リバースセブン・S201号 柴田　卓実 ●メールアドレス　info@linva.co.jp

株式会社ポッド・エナジー 136-0071 東京都江東区亀戸2-3-6  百瀬ビル7F 東　和憲
●電話番号　03-3684-6210
●メールアドレス　web-cs@podenergy.jp

株式会社大雅 250-0004 神奈川県小田原市浜町4-1-12湘南ビル3F 田中　雅久
●電話番号　0465-20-4701
●FAX          0465-20-4702

ディプロモード株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町3-1-1日本橋TIビル3F 西田　誠
●電話番号　03-6665-0823
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moonrakers.tdm.mb@mail.toray

株式会社ヴェニール 810-0054 福岡県福岡市中央区今川1丁目10-44さつきハイム1F 石隈　貴美恵
●電話番号　092-406-4102
●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@inuno1.com

株式会社要 102-0083 東京都千代田区麹町2-2-3VORT半蔵門Ⅱ8階 田中　恵次 ●電話番号　03-6280-5822
株式会社イガクリ 657-0053 兵庫県神戸市灘区六甲町5-5-1 1階北側 伊賀　英夫 ●電話番号　078-855-8488

京銀堂合同会社 111-0016 東京都台東区台東2-17-5-1103 李　登栄
●電話番号　070-8317-1814
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　kyokindou@nifty.com

株式会社ナールスコーポレーション 615-8530 京都市西京区京都大学桂船井交流センター102 江崎　文章 ●メールアドレス　　info@nahls.jp  担当　江崎　文章
株式会社Mono-ya 151-0066 東京都渋谷区西原3-1-10 tefu yoyogi uehara2F 酒井　靖仁 ●メールアドレス　hikka@matsumotop.jp

株式会社ネイチャーリパブリックジャパン 105-0013 東京都港区浜松町1丁目10番11号　VORT浜松町Ⅱ　3階 河　泰榮
●電話番号　03-4571-0035
●受付時間　9:00～18:00(※土日祝日・年末年始を除く）
●カスタマーサービス　nrj-ca@naturerepublic.com

株式会社EMAJINY 802-0001 福岡北九州市小倉北区浅野2-9-8 服部　茂幸 ●電話番号　093-513-9990

ゴーウィング株式会社 150-0041 東京都渋谷区神南1-6-6　OZAWABUILDING 1F 高坂 将太
●電話番号　0284-22-8551
●受付時間　9:00～17:30
●メールアドレス　info@gowing.jp

株式会社GUDDI 106-0046 東京都港区元麻布2-1-21 伊藤　悠美子
●電話番号　03-3444-9285
●受付時間　10:00～18:00
●メールアドレス　info@guddi-onlineshop.com

合同会社goodferry 107-0062 東京都港区南青山2-2-15 伊吹　友里恵
●電話番号　050-3177-5558
●メールアドレス　maigoya.official@gmail.com

株式会社MRC 898-0058 鹿児島県枕崎市岩戸町　12番地 松野下　亮 ●電話番号　0993-72-8722    0993-76-1530
SEA GLASS CANDY 952-1314 新潟県佐渡市河原田本町314-3 北　啓 ●電話番号　090-7565-2747
株式会社moi 468-0058 名古屋市天白区植田西3-314番地 永田　恵 ●電話番号　090-3930-2203
ソウ・エクスペリエンス株式会社 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-5 ORD原宿ビル地下1階 西村　琢 ●メールアドレス　customer@sowxp.co.jp
パルピテーション合同会社 603-8081 京都市北区上賀茂岡本町2番地 深井　彩子 ●メールアドレス　palpitation.an@gmail.com
フェアリーテイル株式会社 106-0045 東京都港区麻布十番1-8-11　TAKADEN麻布十番 村越　均 ●メールアドレス　murakami@fairytail.jp   yoshida@fairytail.jp   yu-ki.k@fairytail.jp

株式会社シアーズ 330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町1-66-1 安藤　彩
●電話番号　048-650-2191
●受付時間　9:00～18:00(※土日祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info-jewelry@sears.jp

株式会社スズキ 111-0032 東京都台東区浅草5-2-10 小林　幸司
●電話番号　03-3875-8181
●受付時間　9:00～17:30(※土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス　contact@suzuki-leather.co.jp

SPOONING株式会社 158-0081 東京都世田谷区深沢5-23-1 濱野　このみ
●メールアドレス　info.scoby@scobytea.jp
●HP問い合わせフォーム　https://scobytea.jp/pages/contact

アストレイド株式会社 540-0034 大阪府大阪市中央区島町1-4-9　パークサイドビル501号 リヴィンスカヤ　アンナ
●電話番号　06-6942-5207
●受付時間10:00～17:00(※土日祝日・年末年始12月29日～1月10日を除く）
●メールアドレス　info@astrade.co.jp

株式会社グルック 814-0022 福岡県福岡市早良区原5丁目15-15-903 柴田　誠志 ●メールアドレス　gluck.officialshop@gmail.com

株式会社シュエラー 324-0611 栃木県那須郡那珂川町小砂3102 栗田　貴志
●電話番号　0287-93-0771
●メールアドレス　info@topa.life

太陽毛絲紡績株式会社 333-0844 埼玉県川口市上青木5-5-9 若林　崇
●電話番号　048-265-2411
●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　taiyo-sweater@bridge.ocn.ne.jp

株式会社アルテサロンホールディングス 231-0031 神奈川県横浜市万代町1-2-12 VORT横浜関内Ⅲ　8F 中山　寿々江
●メールアドレス　ennic_store@arte-hd.com
●受付時間10:00～17:00(土日祝・年末年始休業）
※受付時間外のお問い合わせは翌営業日の受付となります。

株式会社eminess 150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号　桑野ビル2階 小松　佐保 ●メールアドレス　info@moontreats.jp

堀田丸正株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-11 小林
●電話番号　03-3516-1270
●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　d-kobayashi@hotta-marusho.co.jp

ジョッゴ株式会社 162-0843 東京都新宿区市谷田町2-17  八重洲市谷ビル6F 佐々木　海知
●電話番号　03-5227-8320
●受付時間　10:00～17:00(※土日祝日、年末年始を除く）
●メールアドレス　info@joggo.me

トトノエ菓子 150-0011 東京都渋谷区3丁目16番3号　エフ・ニッセイ恵比寿ビル4階 椎名　洋美 ●メールアドレス　totonoe.gashi@gmail.com

HATT 107-0062 東京都港区南青山2-29-9 鈴木　幸広
●電話番号　03-6447-5420
●受付時間　11:00～17:00(※土日祭日・年末年始を除く）
●メールアドレス　info@billi.jp

株式会社ノルコーポレーション 182-0036 東京都調布市飛田給1-7-3 伊藤　裕香
●電話番号　042-485-3100
●受付時間　10:00～12:30/13:30～17:00 (※土日祝日・年末年始を除く）

株式会社コネクト 107-0061 東京都港区北青山2-7-13-3F 真海　英明
●電話番号　090-1761-8648
●メールアドレス　h.shinkai@connect-de-r.com

株式会社ライフリング 162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町555番地 梶谷　徹
●電話番号　03-5272-8888
●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　shop@breezebronze.jp

株式会社イシワタ 101-0022 東京都千代田区神田練塀町73プロミエ秋葉原201 石渡　洋子
●電話番号　03-5289-9955
●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　cuprum@ishiwata.com    yi@ishiwata.co.jp

株式会社JINフードビジネスコンサルティング 164-0012 東京都中野区本町4-31-10-104 前田　清美
●電話番号　03-6318-9415
●受付時間　11:00～19:00(水曜定休）
●メールアドレス　coffeeya@jin-pj.com

株式会社H201JAPAN 141-0033 東京都品川区西品川1-6-4 向井　未来
●電話番号　03-4511-3391
●受付時間　10:00～19:00(※土日祝休み）
●メールアドレス　customer.s@h-201.jp

OnsenOn株式会社 874-0834 大分県別府市大字鶴見3078番地の３ 佐藤　昌史
●電話番号　0120-968-936
●受付時間　8:00～17:30(※土日祝日・夏季休暇・年末年始を除く）
●メールアドレス　info@onsend.jp

ナノクロシステム株式会社 101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-10-15 徳永　道男
●電話番号　03-6272-9785
●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@nanocolo-system.co.jp

協和ホールディングス株式会社 150-0033 東京都渋谷区猿樂町9-8　ＵｒｂａｎＰａｒｋ代官山Ｉ－２０４ 河合　慧
●電話番号　0120-347-107
●受付時間平日9:00～17:00(※土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス　info@decon.store

株式会社　遊茶 150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目8番5号 小倉　眞紀子
●電話番号　03-5464-8088
●受付時間　土日祝日・年末年始を除く
●メールアドレス　info@youcha.com

株式会社ビューティーアーキテクト 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-5  青山第一田中ビル7F
株式会社
ビューティーアーキテクト

●メールアドレス　meray@meray.tokyo

株式会社EYECON 158-0091 東京都世田谷区中町2-5-3 益本　タカオ
●電話番号　03-6310-0446
●受付時間 月～金11:00-15:00のみ　(※祝日・年末年始を除く)
●メールアドレス　info@eyecon.jp

株式会社フィットネスリンクジャパン 164-0001 東京都中野区中野2-13-29 佐藤　学
●電話番号　03-3384-0001
●受付時間　9:00～18:00(※土日祝祭日を除く）
●メールアドレス　sato-m＠fitnesslink-jpn.tokyo

HINOQITOKYO合同会社 167-0051 東京都杉並区荻窪2-1-14 鷲尾　エイミー
●電話番号　090-6043-3903
●メールアドレス　info@hinoqi.com     amy@hinoqi.com    kumi@hinoqi.com

株式会社タケフジ 110-0016 東京都台東区台東4-31-8  タケフジビル 新津　和也
●電話番号　03-3832-5788
●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@ladeline.com

株式会社MediProduct 150-6090 東京都渋谷区恵比寿4-20-4 梅本　和樹
●電話番号　03-6456-4019
●メールアドレス　info@shop.eyeshampoo.com

株式会社トータス 775-0203 徳島県海部郡海陽町大里字中須土手外1-1 亀田　頼一
●電話番号　0120-744-334
●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　info@tortoise1897.com

kihoha 214-0039 神奈川県川崎市多摩区栗谷1-2-3-106 吉田　史 ●メールアドレス　kinoha.kinoha.kinoha@gmail.com
森石鹸 253-0011 茅ヶ崎市菱沼1-11-34  ダイヤビレッジ201 森　有美 ●メールアドレス　moriyumim@gmail.com

株式会社青山美肌 153-0042 東京都目黒区青葉台3-21-13  NAKAMEGURO K BUILDING5F 竹中　恵理
●電話番号　0120-101-042
●受付時間　月・水・金　10:00～16:00
●メールアドレス　info@aoyama-bihada.co.jp

MIZAI株式会社 150-0001 東京都渋谷区神宮前2-16-9  フタミビル602号室(事務所） 佐野　幸策 ●メールアドレス　info@mizani.jp

株式会社百福 511-0839 三重県桑名市安永1560-1 松本　悟
●電話番号　0594-82-7117
●受付時間　土日祝・大型連休除く
●メールアドレス　info@norimomo.com

PortTocca 330-0072 さいたま市浦和区領家6-3-1-303 添野　和子
●電話番号　090-1998-7296
●メールアドレス　kazcrs@gmail.com

hinagi 143-0025 東京都大田区南馬込1丁目15-4 大光組ビルKitchen BASE馬込402号室 草薙　ひなの ●メールアドレス　hinagi.cookies@gmail.com

ムーンショットプロジェクト株式会社 150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-15-9  シルク恵比寿403 吉野　次郎
●電話番号　03-6271-8805
●受付時間　9時～18時(※土日祝日を除く）

株式会社ダイアナ 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 4F 関　由香梨
●電話番号　03-6779-8383
●受付時間　9:30～17:00  (※土日祝日を除く)
●メールアドレス　info-lala@diana.co.jp

株式会社　St.Marine 107-0062 東京都港区南青山3-8-40  青山センタービル2F 岡野　麻衣
●電話番号　0120-424-951
●受付時間　10:00～17:00(※土日祝日・年末年始を除く）
●メールアドレス　info@sophieandmira.jp

大磯タオル株式会社 799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲3023-1 壷内　斉 ●メールアドレス　kikicoco.ohiso@gmail.com
株式会社　Lightning&Star 654-0023 神戸市須磨区戎町3丁目1-24-6F 安江　美紀 ●メールアドレス　hellothere@camyu.jp

株式会社古湧園 790-0842 愛媛県松山市道後湯之町20-23 新山　憲司
●電話番号　089-946-1844
●受付時間 10:00～18:00(※年中無休(不定休））
●メールアドレス　15info@dogo.co.jp

株式会社チェントトレンタ 424-0941 静岡県静岡市清水区富士見町8-21 大橋　功
●電話番号　054-340-2026     FAX  054-340-2027
●受付時間　9:30～17:30 （※ 土日祝祭日はお休みをいただいております。）
●問い合わせフォーム　info@materiaprima.jp

株式会社笠盛 376-0005 群馬県桐生市三吉町1-3-3 片倉　洋一
●電話番号　0277-44-3353
●メールアドレス　contact@000-triple.com

株式会社SLJ 102-0082 東京都千代田区一番町3-8 大宮ビル2階 佐藤　久美子
●電話番号　03-5216-1785
●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@slj-co.jp

総歩縫工 670-0982 兵庫県姫路市岡田26-1 今村　善光 ●電話番号　079-290-5718


