
OMOSHIROI SERIES｜取扱店舗一覧［日本］

都道府県 エリア 商業施設名 フロア 店舗名 コーナー URL

○ 特別史跡三内丸山遺跡・縄文時遊館 1F さんまるミュージアムショップ - https://cyobimaru5.jimdofree.com/
○ 青森駅ビルLOVINA 2F 三ノ月舎 https://www.minotsukisya.com/
○ 有限会社クロタキ 有限会社クロタキ
〇 八戸ポータルミュージアム 1F カネイリミュージアムショップ - http://www.kaneiri.co.jp/store/museum-shop.html
〇 八戸市埋蔵文化財センター 1F ミュージアムショップ - https://www.korekawa-jomon.jp/

弘前 〇 green 1F - - https://greenkogin.theshop.jp/
銀座伊東屋｜Itoya 7F 伊東屋銀座本店 FINE PAPER https://www.ito-ya.co.jp/store/index.html#ginza_itoya
銀座ロフト｜Loft 5F - 文具 https://www.loft.co.jp/ginzaloft/

八重洲 大丸東京店 8F 東急ハンズ 東京店 ステーショナリー https://tokyo.tokyu-hands.co.jp/
コレド室町テラス 2F 誠品生活日本橋 誠品文具 https://mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi/floorguide.html#tab4
◎ アーティゾン美術館 2F ミュージアムショップ - https://www.artizon.museum/user-guide/museum-shop/

六本木 六本木蔦屋書店 2F - 文具・雑貨 https://store.tsite.jp/roppongi/
渋谷ロフト｜Loft B1F - 文具 https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=189
東急ハンズ 渋谷店 5F-A - ステーショナリー https://shibuya.tokyu-hands.co.jp/

中目黒 ● STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO 1F - https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/
タイムズスクエアビル 8F 東急ハンズ 新宿店 ステーショナリー https://shinjuku.tokyu-hands.co.jp/
紀伊國屋書店 1F 新宿本店 文具 https://store.kinokuniya.co.jp/store/shinjuku-main-store/
モード学園コクーンタワー B1F BOOK 1st 新宿店 文具 http://www.book1st.net/shinjuku/

池袋 東急ハンズ 池袋店 6F - 文具 https://ikebukuro.tokyu-hands.co.jp/
吉祥寺ロフト｜Loft 3F - 文具 https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=219
東急百貨店 吉祥寺店｜TOKYU DEPARTMENT 5F CARTOLERIA 吉祥寺店 - https://www.tokyu-dept.co.jp/kichijouji/index.html

羽田国際空港 伊東屋 4F 羽田第３ターミナル店 - https://www.ito-ya.co.jp/ext/store/conceptstores/haneda/index.html
神奈川 横浜 東急百貨店たまプラーザ店 3F CARTOLERIAたまプラーザ店 - https://www.tokyu-dept.co.jp/tama-plaza/shop/detail.html?shopcode=cartoleria
群馬 前橋 けやきウォーク前橋 1F 紀伊國屋書店 前橋店 文具 http://www.keyaki-walk.com/
富山 富山 総曲輪フェリオ 7F 紀伊國屋書店 富山店 文具 http://www.ferio.ne.jp/
石川 金沢 大和香林坊店 7F CARTOLERIA 金沢店 - https://www.daiwa-dp.co.jp/kohrinbo/

名古屋駅 ジェイアール名古屋タカシマヤ 11F 東急ハンズ 名古屋店 筆記具 https://www.jr-takashimaya.co.jp/
栄 ANNEX 8F 東急ハンズ ANNEX店 男の書斎 https://www.cp-annex.com/

京都駅 ジェイアール京都伊勢丹 10F 伊東屋 京都店 - https://www.ito-ya.co.jp/ext/store/itoya/kyoto/index.html
四条烏丸 東急ハンズ 京都店 4F - ステーショナリー https://kyoto.tokyu-hands.co.jp/
河原町 ミーナ京都 6F 京都ロフト｜Loft 文具 https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=37

梅田スカイビル 39F UMEDA SKY BLDG GALLERY SHOP - https://www.skybldg.co.jp/
梅田ロフト｜LOFT 4F 梅田LOFT インテリア https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=143
大丸梅田店 10F 東急ハンズ 梅田店 ステーショナリー https://umeda.tokyu-hands.co.jp/

心斎橋 心斎橋パルコ 9F 東急ハンズ 心斎橋店 ステーショナリー https://shinsaibashi.tokyu-hands.co.jp/
大阪城 □ 大阪城 1F 天守閣ミュージアムショップ - https://www.osakacastle.net/
天保山 ■ 海遊館 3F 海遊館オフィシャルショップ - https://www.kaiyukan.com/index.html

兵庫 神戸 神戸阪急 4F 神戸ロフト｜Loft 文具 https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=15
博多 JR博多シティ｜JR HAKATA CITY 5F 東急ハンズ 博多店 ステーショナリー https://www.jrhakatacity.com/
天神 天神ロフト｜Loft 6F - 文具 https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=29

鹿児島 鹿児島 アミュプラザ鹿児島｜AMU KAGOSHIMA 4F CARTOLERIA 鹿児島店 - https://www.amu-kagoshima.com/
沖縄 沖縄 デパートリウボウ｜RYOBO 7F CARTOLERIA 沖縄店 - https://ryubo.jp/cartoleria/

取扱商品、在庫については、各店舗にお問合せください。
弊社オンラインストアもご利用ください。　https://www.omoshiroi-onlinestore.com/
下記印のある店舗は、取扱商品が限定されています。ご注意ください。
○ 国宝合掌土偶　のみ取扱い
◎ 円山応挙＜牡丹孔雀図屛風＞、アンリ・マティス＜青い胴着の女＞　のみ取扱い
● ROASTERY、CASK　のみ取扱い
□ 大阪城　のみ取扱い
■ 海遊館　のみ取扱い
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