
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︓03-5468-8131
●メールアドレス　shop-info@sugahara.com

Nordgreen ApS Lindgreens ALLe 9,2300 Copenhargen　S, Denmark Pascar Paw Paramasivam ●電話番号　+45 31150259
●メールアドレス hello@nordgreen.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　03-6419-3230

株式会社フタバ 959-1136 新潟県三条市川通中町477番地 江⼝　晃 ●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 東京都品川区⻄五反⽥7－13－6　SDI五反⽥ビル２F ⼭⽥　博史 ●電話番号 03-6417-9830
●メールアドレス shop@sixem.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 三浦　達也 ●電話番号 0120-088-808
●メールアドレス choosebase_nemohamo@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  東京都港区南⻘⼭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

株式会社FINE 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池1－5－10千種KIビル1階 加藤　ゆかり
●電話番号　03-5465-8032
受付時間10:00〜17:00
●メールアドレス　support@rename.jp

株式会社tattva 141-0031 東京都品川区五反⽥三丁⽬11番6号 ⾼瀬　⼤輔

●電話番号
■⾃動⾳声受付︓0120-333-008
※365⽇24時間解約のお申込みを受付けておりますが、 tattvaでの解約のお⼿続き完了受
付は⼟⽇祝⽇を除く平⽇10:00〜18:00となります。 ⾃動⾳声にて、解約専⽤のLINEアカ
ウントをご案内いたします。 ■オペレータ受付︓0120-726-023（⼟⽇祝⽇を除く10:00-
18:00）
●メールアドレス support@shopmail.tattva.jp

ROSE　LABO株式会社 106-0032 東京都港区六本⽊4-3-6-105 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44-29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 info@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　吉弘 ●電話番号 0743-72-0125(代)
●お問い合わせフォーム　http://www.ringstar.co.jp/contact/

株式会社Zokei 103-0023 東京都中央区⽇本橋本町3-2-83Ｆ 沼⽥　雄⼆郎
●メールアドレス　help@objcts.io
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2営業以内にご返答いたします。

三井物産アイ・ファッション株式会社 107-0061 東京都港区北⻘⼭３丁⽬6番12号ヒューリック⻘⼭ビル 今井　徳 ●電話番号　03-5467-6064
●メールアドレス　shop@mif-ltd.co.jp

⽊村⽯鹸⼯業株式会社 581-0066 ⼤阪府⼋尾市北⻲井町2-1-30 ⽊村　祥⼀郎 ●電話番号　072-200-3018
●メールアドレス　https://www.kimurasoap.co.jp/somali/contact/

株式会社アルティコ 150-0042 東京都渋⾕区宇⽥川町2-1渋⾕ホームズ223号室 松⽥　正⾂
●電話番号 フリーダイヤル︓0120-560-799
（営業時間︓⼟⽇祝⽇を除く、平⽇9:00〜18:00）
●メールアドレス support@hereness.com

株式会社ネイチャーラボ 150-0012 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 安⽥　昌夫
●電話番号 0120-810-585（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@naturelabtokyo.jp

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 笠井　光明 ●電話番号　03-3546-2636
●メールアドレス　info@lippmann.jp

Yuri Iwamoto 939-8084 富⼭県富⼭市⻄中野町1－14－13ポルタ⻄中野302 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 東京都⽬⿊区上⽬⿊2－1－1中⽬⿊GTタワー サンジェイ・サチュデヴァ 下記メールアドレスにご請求いただければ、遅滞なく開⽰いたします。
●メールアドレス︓info@laborica.jp

株式会社Oz link&STYLE 604-8152 京都市中京区⼿洗⽔町651-1　第14⻑⾕ビル6Ｆ ⼤嶌　修平 ●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

株式会社気仙沼ニッティング 988-0014 宮城県気仙沼市柏崎1－12 留守　瑞⼦ ●電話番号　0226-25-7745
●メールアドレス　info@knitting.co.jp

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 ●電話番号 075-252-1234
●メールアドレス info@saharaonline.jp

株式会社マイラーメン 215-0055 神奈川県藤沢市南藤沢8-9 丸⼭　⼤介 ●電話番号 0466-96-0155
●メールアドレス shopify@myramen.company

株式会社インターパイロン 107-0062 東京都港区南⻘⼭3-1-3スプライン⻘⼭東急ビル4F 花崎　浩⼦

●電話番号　0120-981-958
●お問合せフォーム
https://thebees.jp/pages/%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%
81%9B

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 福﨑　⼆郎 ●電話番号　0879-48-0183
●メールアドレス　info@glovesdepo.com

カプセル株式会社 708-0004 岡⼭県津⼭市⼭北7－1 寒⽵　政博
●電話番号 080-2253-4336
●お問い合わせフォーム
https://push.capsules.jp/pages/contact

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 108-0073 東京都港区三⽥2－4－9－304 渡辺　⾥奈 ●電話番号　0197-47-5917
●メールアドレス　info@fermenstation.jp

株式会社ZIKICO 206-0026 東京都多摩市永⼭6-21-3 ⼭瀬　光紀
●電話番号 042-400-0101
営業時間︓⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 9:00〜17:00
定休⽇︓⼟⽇祝

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　陽⼀
●電話番号 06-6641-2714
営業時間　定休⽇︓⼟曜、⽇曜、祝⽇

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 泉　勇作

●電話番号 080-1460-8466
営業時間︓９時〜１８時
定休⽇︓　⼟曜／⽇曜／祝⽇
※年末年始は、2021年1⽉1⽇のみお休みとなります。

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 ⻄原　充
●電話番号　09028048294
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⻄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 ●電話番号 03-6555-3587
●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　03 -5840- 6455
●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 東京都⽬⿊区代官⼭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Belong 151-0051 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕5丁⽬8番地10号外苑マンション301 井上　⼤輔 ●電話番号　0120-030-363
●メールアドレス　info@nicosuma.com

株式会社BOTANIC 153-0061 東京都⽬⿊区中⽬⿊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 150-0046 東京都渋⾕区松濤2-20-6 渡辺　貴⽣

●電話番号　0120-739-708
平⽇9:30-17:00（⼟⽇祝⽇を除く）
夏季休業や年末年始休業・臨時休業時はトップページ、出荷スケジュールにて告知します。
※お客様との電話応対については、応対品質向上のため録⾳させていただいております。
また、ゴールドウイン会員様へはお電話終了後にアンケートをご登録メールアドレスへお送りする
場合がございます。予めご了承ください。

PORTFOLIOS株式会社 150-0001 東京都渋⾕区神宮前5-46-20-3Ｆ 平野　愛
●メールアドレス　info@portfolios-group.com
URL
http://www.unnaturally-natural.com

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
SHE株式会社 107-0062 東京都港区南⻘⼭３－７－２１ 福⽥　恵⾥ ●電話番号　03-6４59-2955

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


