ジェットストリーム４＆１カスタマイズ

パーツ取扱店舗一覧

（2022年1月20日現在）

都道府県

得意先名

住所

北海道

札幌ロフト

札幌市中央区北5西2 エスタ6階

北海道

大丸藤井セントラル（株）

札幌市中央区南一条西3丁目2番地

北海道

コーチャンフォー新川通り店

札幌市北区新川3条18丁目1－1

011-769-2000

北海道

コーチャンフォーミュンヘン大橋店

札幌市豊平区中の島1条13丁目1－1

011-817-2000

北海道

コーチャンフォー美しが丘店

札幌市清田区美しが丘1条5丁目2－1

011-889-2100

北海道

コーチャンフォー釧路店

釧路市春採7丁目1－24

0154-46-7788

北海道

コーチャンフォー北見店

北見市並木町521番4

0157-57-1133

北海道

コーチャンフォー旭川店

旭川市宮前通1条2丁目4－1

0166-76-4200

青森県

(株)金入

上北郡おいらせ町字中野平40-1

0178-50-3248

岩手県

エムズエクスポ盛岡

盛岡市みたけ3丁目36-1

019-648-6666

宮城県

㈱オフィスベンター文具の杜

仙台市青葉区中央1-3-1

宮城県

仙台ロフト

仙台市青葉区中央1-10-10

022-224-6210

宮城県

㈱オフィスベンター南吉成本店

仙台市青葉区南吉成6-1-1

022-277-7611

宮城県

㈱オフィスベンター西中田店

仙台市太白区柳生1-2-3

022-306-7577

宮城県

㈱オフィスベンター中野店

仙台市宮城野区中野字寺前68-10

022-387-8222

宮城県

㈱オフィスベンター遠見塚店

仙台市若林区遠見塚東15-9

022-781-0870

群馬県

ハイノート伊勢崎店

伊勢崎市宮子町3417-7

0270-75-6633

群馬県

ハイノート前橋店

前橋市朝日町3丁目28-3

027-289-2911

群馬県

ハイノート高崎店

高崎市問屋町2丁目8-1

027-363-1112

群馬県

上野文具アゼリアモール店

館林市楠町３６４８－１ アゼリアモール２Ｆ

0276-50-1500

栃木県

上野文具(株)福田屋店

宇都宮市今泉町２３７

028-623-4481

栃木県

上野文具株式会社

宇都宮市池上町 ５－２

028-633-6181

栃木県

上野文具(株)インターパーク

宇都宮市インターパーク ６－１－１インターパーク店２Ｆ

028-657-6301

栃木県

上野文具(株)鹿沼店

鹿沼市東末広町１０７３ 福田屋百貨店３Ｆ

0289-60-6650

東京都

株式会社

新宿区高田馬場１－２８－１２ 竹宝ビル

03-3205-9511

東京都

渋谷ロフト

東京都

株式会社

東急ハンズ

新宿店

渋谷区千駄ヶ谷５－２４－２

東京都

株式会社

東急ハンズ

渋谷店

渋谷区宇田川町

東京都

フォルマ

グランデュオ

東京都

下田店

竹宝商会

電話番号
011-207-6210
２F

011-231-1131

アエルビル4F

022-723-8020

１Ｆ

渋谷区宇田川町２１－１
タイムズスクエアビル

１２－１８

03-5361-3111
03-5489-5111

大田区西蒲田７－６８－１ グランデュオ蒲田西館６Ｆ

03-5713-6277

池袋ロフト

豊島区南池袋１丁目２８－１ 西武池袋本店内１２F

03-5960-6210

東京都

コーチャンフォー若葉台店

稲城市若葉台2丁目9－2

042-350-2828

東京都

(株)有隣堂

アトレ恵比寿店文具課

東京都渋谷区恵比寿南１－５－５ アトレ恵比寿５Ｆ

03-5475-8384

神奈川県

(株)有隣堂

横浜駅西口店

横浜市西区北幸１－１－８ エキニア横浜

045-311-6265

神奈川県

(株)有隣堂

たまプラーザテラス店

横浜市青葉区美しが丘１－１－２ たまプラテラスゲートプラザ

045-903-2191

神奈川県

(株)有隣堂

戸塚モディ店

横浜市戸塚区戸塚町１０ ラピス戸塚１

045-881-2661

神奈川県

(株)有隣堂

伊勢佐木町本店３Ｆ

横浜市中区伊勢佐木町１－４－１

045-261-1231

神奈川県

(株)有隣堂

藤沢店文具課４Ｆ

藤沢市南藤沢２－１－１フジサワ 名店ビル４Ｆ

0466-26-1411

神奈川県

横浜ロフト

横浜市西区高島２－１８－１ そごう横浜店７Ｆ

045-440-6233

千葉県

株式会社

柏市末広町１－１柏高島屋 Ｓ館ステーションモール７・８階

04-7141-6111

埼玉県

上野文具(株)モラージュ菖蒲

久喜市菖蒲町菖蒲 ６００５番地１

0480-53-6481

愛知県

株式会社

名古屋市中村区名駅1-1-4

静岡県

文具館コバヤシ長田店

静岡市駿河区東新田町1-15-28

054-266-3120

愛知県

サン味岡

西尾市今川町落18

0563-56-5143

愛知県

文具ギャラリーイケダヤ

豊田市御幸本町1丁目193番地

0565-28-0518

愛知県

サン味岡阿久比

知多郡阿久比町大字植大野崎6

0569-47-1174

大阪府

バンパクロフト

吹田市千里万博公園2-1三井ショッピングパークららぽーと1F

06-4864-6210

大阪府

ハンズ梅田

大阪市北区梅田3-1-1大丸店内直納10F

06-6347-7188

大阪府

梅田ロフト

大阪市北区茶屋町16-7

06-6359-0111

福井県

HORITA春江店

坂井市春江町江留下高道84-1

兵庫県

ナガサワ文具センター本店

神戸市中央区三宮町１－６－１８

兵庫県

ナガサワ文具センター プレンティ店

神戸市西区糀台５丁目２番３号 プレンティ１番館３階

078-997-9939

広島県

㈱多山文具

広島市中区本通8-23 本通ヒルズ3階

082-248-2221

山口県

クロスランド周南店

下松市望町2丁目4-9

0833-45-3000

山口県

クロスランド宇部店

宇部市島3丁目2-5

0836-39-5661

山口県

クロスランド山口総本店

山口市吉敷中東4丁目8-2維新ナインテラス

083-921-7100

広島県

うさぎや福山南

福山市川口町4-20

084-999-8989

岡山県

うさぎや岡山

岡山市北区今8-15-28

086-243-8989

岡山県

うさぎや岡南

岡山市南区千鳥町1-17

086-262-8989

岡山県

うさぎや岡山東

岡山市中区浜2-4-17

086-271-8989

岡山県

うさぎや倉敷

倉敷市笹沖508

086-421-8989

岡山県

うさぎや倉敷西

倉敷市西阿知町362-1

086-465-8000

徳島県

文具館チャーリー沖浜店

徳島県徳島市問屋町３

088-625-2411

東急ハンズ

蒲田店

03-3462-3807

柏店

東急ハンズ名古屋店

ヒルズ店

池袋ロフト文具

Ｂ１Ｆ
４階

JR名古屋タカシマヤ内

11階

6階

052-566-0109（代）

0776-51-1609
ジュンク堂書店三宮店 ３階

078-321-4500
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都道府県

得意先名

住所

電話番号

福岡県

インキューブ 天神店

福岡市中央区天神2-11-3ソラリアステージビル4階文具コーナー

092-726-2300

福岡県

かがし屋 筑後店

筑後市長浜２３６４

0942-65-5007

福岡県

文具のたまおき 本店

飯塚市堀池１７９－２

0948-22-2950

長崎県

石丸文行堂 長与

長崎県西彼杵郡長与町北陽台1-1-1

095-801-2140

長崎県

石丸文行堂 本店

長崎市浜町8-32

095-828-0140

長崎県

石丸文行堂 夢彩都店

長崎市元船町10-1 ゆめタウン夢彩都 3階

095-832-6322

熊本県

デサキ 熊本菊陽店

菊池郡菊陽町大字津久礼2648

096-233-2277

大分県

かがし屋 日田店

日田市南友田123-1

0973-23-7636

大分県

デサキわさだ店

大分市大字市１１８８番地

097-541-0888

大分県

かがし屋中津店

中津市下池永４６２

0979-62-9266

宮崎県

デサキ延岡店

延岡市春日町２丁目８－３

0982-32-6361

宮崎県

デサキ宮崎店

宮崎市吉村町東部第二土地区画整理事業地内３９街区６

0985-28-8023

宮崎県

デサキ都城店

都城市早鈴町1647-1

0986-27-1781

鹿児島県

しんぷく本店小売り部

鹿児島市上之園町9-8

099-254-1135

鹿児島県

しんぷく卸本町店

鹿児島市卸本町7-7

099-260-2625

沖縄県

カトルレリア沖縄店

那覇市久茂地１丁目１－１

７Ｆ

098-918-0150

