
Okulete Gommen専用ラッピングペーパー配布店リスト

店舗名 都道府県 住所 電話番号

青山フラワーマーケット 有楽町マルイ 東京都 千代田区有楽町 2-7-1 有楽町マルイ1F 03-3211-0580

BIANCA BARNET BY OASEEDS 東京ミッドタウン日比谷店 東京都 千代田区有楽町 1-1-4 東京ミッドタウン日比谷地下1階 03-6550-8757

株式会社はこねフローリスト　内幸町店 東京都 千代田区内幸町 2-2-2 富国生命ビル　B2階 03-3508-0878

karendo神田スクエア本店 東京都 千代田区神田錦町2丁目 2-1 神田スクエア1F 03-6811-7390

株式会社はこねフローリスト　麹町本店 東京都 千代田区平河町 2-4-1 日本都市センター1階 03-3239-0878

ローズギャラリー日本橋 東京都 中央区日本橋２丁目 ４－１ 日本橋高島屋 03-3281-7096

ジャパンフラワーグループ 東京都 中央区銀座８丁目 4-27 プラーザ銀座1階 03-3571-2066

株式会社フルール・シャンタン 東京都 港区虎ノ門4丁目 1番9号 03-3438-3987

Fleur Universelle 東京都 港区南麻布5丁目 5-11 03-5791-1187

フラワーショップ　アリエル 東京都 港区赤坂 9-28-6 アルベルゴ乃木坂102 03-5772-8787

青山花茂本店 東京都 港区北青山 3-12-9 青山花茂ビル1階 03-3400-0871

青山フラワーマーケット 南青山本店 東京都 港区南青山 5-1-2 青山エリービル1F 03-3486-8787

ジャングルジャック 東京都 東京都港区高輪2丁目 17番13号 03-3446-8848

青山フラワーマーケット エキュート品川店 東京都 港区高輪 3-26-27 ＪＲ東日本品川駅構内 03-3440-7687

Hibiya-Kadan Style +F（プラスエフ） アトレ品川店 東京都 港区港南 2-18-1 アトレ品川2階 03-6717-0912

株式会社はこねフローリスト　品川インターシティ店 東京都 港区港南 2-15-2 品川インターシティ　A棟1階 03-5479-0878

ふかの生花店 東京都 台東区浅草 6-10-2 03-3871-1641

株式会社花恭 東京都 台東区松が谷 2-31-11 丸山ビル 03-3841-3583

本郷花壇 東京都 文京区本郷2丁目 29-7 本郷花壇 03-3812-3347

青山フラワーマーケット エキュート日暮里店 東京都 荒川区西日暮里 2-19 JR東日本 日暮里駅構内 03-3805-3187

青山フラワーマーケット ルミネ北千住店 東京都 足立区千住旭町 42-2 ルミネ北千住店1F 03-3882-7587

イワタ花店 東京都 足立区千住龍田町 16-7 03-3882-1094

プチ・ブーケ 東京都 江戸川区平井二丁目 24番14号 03-3636-4187

karendo有明ガーデン店 東京都 江東区有明2丁目 1-8 有明ガーデン2F 03-6426-0017

プリンセスフロリスト花仙 東京都 品川区東大井２丁目 ２４番１１号 03-3766-8701

フラワーショップ花嶋 東京都 品川区大井1丁目 20番18号 メゾンヴェルテ1階 03-3772-6458

Hibiya-Kadan Style アトレ目黒店 東京都 品川区上大崎 ３丁目１-１ アトレ目黒2 1階 03-5487-1287

株式会社川田生花店」 東京都 大田区東六郷2丁目 8番17号 03-3738-3983

Fleur Universelle Petit 東京都 大田区西蒲田7丁目 69-1 東急プラザ蒲田2階 03-6715-9328

フローリスト赤キ屋 東京都 大田区田園調布2丁目 51-7 03-3721-8741

flower HyggE 東京都 大田区田園調布1丁目 7番4号 03-5755-5187

karendo東急プラザ表参道原宿店 東京都 渋谷区神宮前四丁目 30番3号 東急プラザ表参道原宿店4F 03-6721-1587

青山フラワーマーケット 渋谷スクランブルスクエア 東京都 渋谷区渋谷 二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア2階 03-6450-6987

ローズギャラリー広尾 東京都 渋谷区広尾5丁目 5-6 広尾プラザ1階 03-3446-2831

Hibiya-Kadan Style アトレ恵比寿店 東京都 渋谷区恵比寿南 1-5-5 アトレ恵比寿3F 03-5475-8701

フローリスト花政 東京都 目黒区洗足2丁目 24番地14号 03-3783-4187

花屋moco 東京都 目黒区柿の木坂1丁目 34番19号 パーシモンホール向かい 03-6316-6662

シーズン花達 東京都 目黒区八雲 1-2-2 03-3717-5538

モンソーフルール自由が丘本店 東京都 目黒区自由が丘1 8-9 岡田ビル1階 03-3717-4187

MONCEAU FLEURS ピーコック自由が丘店 東京都 目黒区自由が丘 2-15-4 ピーコック自由が丘店 03-3718-9510

florist ITO 東京都 目黒区上目黒 1-26-1 中目黒アトラスタワー105 03-3715-1182

Jepung 東京都 目黒区目黒1丁目 4番8号 ニュー目黒ビル1階 03-3495-8739

Blenda 東京都 世田谷区野沢 2-5-1 DAYA WARDY 1F 03-3487-8574

Reconnel　シモキタエキウエ店 東京都 世田谷区北沢 ２丁目２４番２号 小田急下北沢駅シモキタエキウエ２階 03-6804-0087

株式会社　村田永楽園　生花部 東京都 世田谷区成城 6-4-13 成城フルールビル1階 03-3483-2168

はなや 東京都 世田谷区祖師谷3丁目 32番1号 はなやビル1F 03-3484-0132

青山フラワーマーケット 二子玉川ライズ店 東京都 世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズSC ステーションマーケット1F 03-5716-1487

ローズギャラリー玉川 東京都 世田谷区玉川 17-1 玉川高島屋 03-3707-5467

フラワースタイルベオーネ 東京都 世田谷区用賀4丁目 19-15 03-6310-5882

株式会社　花喜太 東京都 新宿区南元町 4番27 信濃町グリーンビル1F 03-3353-4187

HIBIYA KADAN　新宿小田急エース店 東京都 新宿区西新宿 １丁目地下街１号 小田急エース北館 03-3345-1457

ニュー花矢 東京都 新宿区下落合4丁目 25番19号 03-3950-7087

Hibiya-Kadan Style アトレヴィ東中野店 東京都 中野区東中野 4-4-26 03-5348-4587

中央フラワー　鷺ノ宮店 東京都 中野区鷺宮 3-15-4 03-5327-4439

花香蔵 東京都 杉並区阿佐谷北一丁目 3号4号 小堺ビル1階 03-3336-4534

中央フラワー　荻窪店 東京都 杉並区上荻 1-9-1 03-3392-8751

Bear flower_scape 東京都 杉並区方南2 12-29 03-3313-6729

むつ美花店 東京都 新宿区北新宿二丁目 20番1号 グランドテラス新宿 03-5338-0878

Hibiya-Kadan Style アトレヴィ大塚店 東京都 豊島区南大塚 3-33-1 JR大塚南口ビル　アトレヴィ大塚1F 03-5928-4144

フラワーミッフィーサンシャインシティ店 東京都 豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティアルパ１Ｆ 03-5957-2923

中央フラワー上石神井店 東京都 練馬区上石神井 1-2-45 03-3928-0041

有限会社　中島花店 東京都 練馬区南大泉5丁目 30-10 マルエツ内 03-3925-8787

青山フラワーマーケット アトレ吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町 1-1-24 アトレ吉祥寺2F 0422-22-2013

株式会社三鷹田中花園 東京都 三鷹市下連雀３丁目 37番40号 オーキッドビルタナカ1階 0422-43-6257

FloristLittleseed 東京都 調布市東つつじケ丘 2-6-9 03-5314-2939

the Flowers Garden 東京都 調布市深大寺元町一丁目 11-1 042-445-4562

有限会社　花好 東京都 小金井市本町1丁目 ９番地８号 花好ビル１Ｆ 042-383-8741

中央フラワー　国立北口店 東京都 国立市北 1-6-14 042-571-1568

中央フラワー　国立南口ガーデン店 東京都 国立市中 1-16-31 042-573-5875

中央フラワー　花小金井北口店 東京都 小平市花小金井1丁目 10-5 042-467-0878

中央フラワー　田無北口店 東京都 西東京市田無町4丁目 2-11 指田ビル１F 042-467-6751

中央フラワー　久米川店 東京都 東村山市栄町2丁目 9-32 晃正プラザ101号 042-306-1354

中央フラワー本社特販部 東京都 立川市若葉町 3-51-3 042-536-8741

株式会社　三田花店 東京都 立川市錦町二丁目 5番25号 042-524-4187

Flower TAIGA 東京都 立川市柴崎町三丁目 10番5号 大雅ビルディング1階 042-522-2591
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店舗名 都道府県 住所 電話番号

青山フラワーマーケット エキュート立川店 東京都 立川市柴崎町 3-1-1 ecute立川2F 042-521-5206

中央フラワー　立川サザン店 東京都 立川市柴崎町3丁目 2-1 サザンビル1F 042-846-8741

つるのフラワー有限会社 東京都 八王子市本町 26-7 042-625-4187

日本フラワー 東京都 八王子市八日町 5番14号 ライオンズステージ八王子シティ 042-634-8711

Hibiya-Kadan Style セレオ八王子店 東京都 八王子市旭町 1-1 セレオ八王子北館2F 042-686-3287

株式会社メルシーフラワー　元八王子店 東京都 八王子市元八王子町 3-2223-6 042-629-2557

株式会社メルシーフラワー散田店 東京都 八王子市散田町 5-17-2 042-665-5112

Hibiya-Kadan Style 小田急町田店 東京都 町田市原町田 6丁目12番20号 小田急町田駅構内 042-727-0380

COCOhana 町田店 東京都 町田市旭町 1丁目24-1 ままともプラザ町田1階 042-851-8887

花屋クラルテ 東京都 狛江市和泉本町 1丁目3番1号 東海狛江マンション105 03-5877-9030

中央フラワーエミオ東久留米店 東京都 東久留米市東本町 1-8 エミオ東久留米1階 042-420-5299

デイジー　デイジー生花店 東京都 稲城市大丸 125ー1 中央ストア内 042-378-0006

花カフェ　トラジェ 東京都 稲城市東長沼 3107-4 京王リトナード稲城2階 042-379-9889

サウンドフラワー 平尾店 東京都 稲城市平尾 1-35-18 042-401-4855

karendoイオンモールむさし村山店 東京都 武蔵村山市榎1丁目 1-3　1F 042-843-8987

花芳本店 神奈川県 川崎市川崎区東田町 7-9 044-222-5003

モンソーフルール　アトレ川崎店 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町 26-1 アトレ川崎1階 044-200-6701

青山フラワーマーケット 川崎アトレ 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町 26-1  アトレ川崎1F 044-200-0687

青山フラワーマーケット 川崎afmミドリギゲート 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町 26-1 アトレ川崎3F 044-222-2587

青山フラワーマーケット 武蔵小杉東急スクエア店 神奈川県 川崎市中原区小杉町 3-472  東急武蔵小杉駅構内 044-722-5587

Reconnel　小田急アコルデ新百合ヶ丘店 神奈川県 川崎市麻生区万福寺 １丁目１７番１号 小田急アコルデ新百合ヶ丘北館３階 044-966-8087

DANDELION 神奈川県 川崎市宮前区土橋 ６－３－２０　1階 花井ビル 044-877-6446

ブルーミングハウス花孝 神奈川県 横浜市西区みなとみらい 2-3-1 クイーンズタワーA棟2階 045-682-5615

ローズギャラリー横浜 神奈川県 横浜市西区南幸１丁目 ６－３１ 高島屋横浜店 045-320-3800

BIANCA BARNET 横浜ベイクォーター店 神奈川県 横浜市神奈川区金港町 1-10 横浜ベイクォーター3階 045-534-8173

合同会社花工房Vegeta 神奈川県 横浜市港北区仲手原 ２－２１－９ サンパレスオサダ１０２ 045-433-5987

Hibiya-Kadan Style キュービックプラザ新横浜店 神奈川県 横浜市港北区新横浜 2-100-45 キュービックプラザ新横浜3F 045-478-7480

COCOhana　大倉山店 神奈川県 横浜市港北区大倉山1丁目 18-14 マルエツ大倉山店内 ※

日吉生花店　都筑フローリスト 神奈川県 横浜市都筑区仲町台 1-2-20-101 フロンティアビル　1階 045-943-0587

Hibiya-Kadan Style CIAL鶴見店 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央 1-1-2 CIAL鶴見2F 045-501-5587

株式会社花孝本店 神奈川県 横浜市鶴見区獅子ケ谷 1-34-23 045-581-3664

BALANCE FLOWER SHOP 神奈川県 横浜市中区北仲通5丁目 57-2 北仲ブリック&ホワイト 045-211-4187

Hibiya-Kadan Style シァル桜木町店 神奈川県 横浜市中区桜木町 1-1 CIAL桜木町 045-226-5587

karendoコレットマーレ店 神奈川県 横浜市中区桜木町 1-1-7  コレットマーレ1F 045-681-1125

エトワール・Ｆ 神奈川県 横浜市中区野毛町３丁目 １２４ 045-241-0871

ハニーフラワー　新山下店 神奈川県 横浜市中区新山下2丁目 12-34 島忠ホームズ店内 ※

本牧ガーデン 神奈川県 横浜市中区本牧町 1-110 045-622-7781

ガーデンショップ　マグノリア 神奈川県 横浜市中区本牧三之谷 9-21 桜ハイツ1F 045-622-6425

㈲まいた花藤 神奈川県 横浜市南区共進町三丁目 73番地 045-711-5902

COCOhana　弘明寺店 神奈川県 横浜市南区弘明寺町 144 水谷ビル101 045-315-5487

COCOhana　そうてつローゼン磯子店 神奈川県 横浜市磯子区磯子1丁目 2-1 Maricom Isogo 1階 045-754-8789

COCOhana　洋光台店 神奈川県 横浜市磯子区洋光台3丁目 13-1  ピーコック内 045-353-7016

COCOhana　そうてつローゼン釜利谷店 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東7丁目 2-13 そうてつローゼン釜利谷店 1階 045-785-8780

COCOhana 横須賀中央店 神奈川県 横須賀市若松町 2-30 横須賀モアーズシティ1F 046-874-8759

COCOhana 衣笠店 神奈川県 横須賀市衣笠栄町 3丁目48 藤倉ビル1階 046-874-9128

COCOhana 京急汐入店 神奈川県 横須賀市汐入町 2-41 京急汐入駅 046-876-8803

COCOhana そうてつローゼン葉山店 神奈川県 三浦郡葉山町一色 988-1 そうてつローゼン葉山店 1階 046-876-8726

COCOhana　そうてつローゼン鶴ヶ峰店 神奈川県 横浜市旭区鶴ケ峰2丁目 82-1 ココロット鶴ヶ峰 1階 045-383-8718

COCOhana　鶴ヶ峰店 神奈川県 横浜市旭区鶴ケ峰1丁目 2-11 045-442-6225

Hibiya-Kadan Style ジョイナステラス二俣川店 神奈川県 横浜市旭区二俣川 2-91-7 ジョイナステラス二俣川2F 045-489-8739

Hibiya-Kadan Style 小田急マルシェ海老名店 神奈川県 海老名市めぐみ町 １－１ 小田急マルシェ海老名２階 046-240-6187

ichirin 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町 4668  アザリエ団地入口交差点　角 ※

COCOhana　いずみ中央店 神奈川県 横浜市泉区和泉中央南5丁目 4-13 相鉄いずみ中央ビル2階214号 045-801-0887

フラワーショップ　サン・テ・ローズ 神奈川県 横浜市戸塚区原宿4 15-4 045-853-2018

Hibiya-Kadan Style 相鉄ライフ三ツ境店 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境 2-19 相鉄ライフ三ツ境2F 045-442-6151

フィオリスタ　ピアニ 神奈川県 横浜市栄区笠間 １－１－１ ルリエ大船111号 045-891-1190

ナカムラ生花笠間店　 神奈川県 横浜市栄区笠間2丁目 21-9 045-892-3987

有限会社　フラワーショップやざき 神奈川県 鎌倉市梶原 1-20-7 0467-43-0213

COCOhana 鎌倉店 神奈川県 鎌倉市御成町 10-4-1 ラ・プラス美越C棟 0467-81-3487

ナカムラ生花 神奈川県 鎌倉市材木座 3-9-34 0467-25-4187

COCOhana 逗子店 神奈川県 逗子市逗子 5-2-45 046-884-8587

花友生花店 神奈川県 南足柄市塚原 2544 0465-74-6616

COCOhana そうてつローゼン富水店 神奈川県 小田原市新屋 118-1 相鉄ローゼン富水店 1階 0465-38-0878

リトルリリー 神奈川県 小田原市中里 208 ダイナシティウエスト１F 0465-49-8717

flower&green Lucca 神奈川県 藤沢市辻堂神台 2-2-46 0466-90-4922

ewalu 神奈川県 茅ヶ崎市東海岸北 ２丁目３?３６ ※

有限会社　春木屋生花店 神奈川県 秦野市寿町 8番2号 0463-82-4587

花生活応援 はなさよ 神奈川県 伊勢原市桜台一丁目 23番38号 0463-96-1187

フェニックス　阪急三番街店 大阪府 大阪市北区芝田 1丁目1番3号　阪急三番街内 阪急三番街内 06-6372-6674

プチコノカ　阪急三番街店 大阪府 大阪市北区芝田 1-1-3　 阪急三番街 南館1F 地蔵横丁 06-6359-8739

karendoロランジュ阪急三番街店 大阪府 大阪市北区芝田 1-1-3 阪急三番街 北館1F 06-6450-8783

notice （ノーティス） 大阪府 大阪市北区天満３丁目 4-20 06-6881-5522

青山フラワーマーケット ルクア大阪店 大阪府 大阪市北区梅田 ３－１－３ ルクアイーレ2 06-6151-1522

花の店　蘭光園 大阪府 大阪市東淀川区西淡路一丁目 3番23号 06-6323-5266

フラワーショップバンビーノ 大阪府 大阪市都島区東野田町5丁目 1-16 川畑ビル1F 06-4801-8741



Okulete Gommen専用ラッピングペーパー配布店リスト

店舗名 都道府県 住所 電話番号

タミヤフラワー 大阪府 大阪市旭区千林２丁目 ７－１９ 06-6953-0969

フラワ－ギフトHana＊Hana 大阪府 大阪市旭区森小路 1-14-21 06-4254-5587

フローリストリラ 大阪府 大阪市城東区今福西一丁目 9番22号 06-6931-9795

hanatsumugiGREEN 大阪府 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目 7-19 06-6913-1888

花菜 大阪府 大阪市中央区北久宝寺町 1-5-13 小泉ビル1F 06-6261-2743

karendoなんばマルイ店 大阪府 大阪市中央区難波 3-8-9  なんばマルイ1F 06-6641-6601

LuluFlower 大阪府 大阪市中央区東心斎橋 2-7-15　 06-6213-8712

コノカ　近鉄上本町店 大阪府 大阪市天王寺区上本町 6-1-55　 駅構内地下B2 06-6774-7012

フローリスト山水花 大阪府 大阪市生野区小路1丁目 22番9号 06-6757-8712

コノカ  近鉄あべの店 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43  地下1階 タイムズプレイスあべの内 ※

青山フラワーマーケット ekimo天王寺 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-48-8 06-6622-0387

karendoあべのQ'sモール店 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 6-1  あべのQ'sモールB1 06-6563-9811

プラナージュ 大阪府 大阪市西区靱本町1丁目 14番19号 清記ビル1階 06-6441-8776

花安園 大阪府 大阪市西区 新町1-20-5 06-6531-0087

SAKURA 大阪府 大阪市港区三先 1-10-34 花の店さくら 06-6599-1187

玉出　はないわごう 大阪府 大阪市西成区玉出中1丁目 12番27号 06-6661-3543

サトウ花店　千里店 大阪府 豊中市新千里東町1丁目 3番131号 せんちゅうぱる 06-6835-8700

karendo千里中央店 大阪府 豊中市新千里東町 1丁目1-3 06-4860-6552

フローリスト花花 大阪府 箕面市粟生間谷西２丁目 6-2-105 072-749-5587

フラワーショップ富樫 大阪府 吹田市朝日町 2-123 さんくす2番館1階 06-6319-0055

東花園 大阪府 吹田市山田西 １－２１－３ ロイヤルハイツ千里１F 06-6876-8783

コノカ茨木店 大阪府 茨木市永代町 1番5号　 ロサヴィアいばらき内 072-621-5112

牧野植物園　さくらんぼ 大阪府 枚方市牧野下島町 13?13 072-850-4939

Flower Shop あすか 大阪府 枚方市中宮本町 3-11 072-849-7700

karendoイオンモール四條畷店 大阪府 四條畷市砂4丁目 3-2  イオンモール四條畷1F 072-803-0187

FLEUR SEPT 7 大阪府 東大阪市森河内西 1-12-32 06-7897-5406

フラワーショップ　ジョウタ 大阪府 東大阪市友井3丁目 6番30号 06-6720-6503

グリーングラス 大阪府 東大阪市西石切町 1-10-7 0120-878-259

フラワーショップふじもと 大阪府 八尾市陽光園 2-5-23 フレッシュマーケットアオイ内 072-923-7187

karendoアリオ八尾店 大阪府 八尾市光町2丁目 3 アリオ八尾アリオモール1F 072-970-5580

karendoイオンモール堺鉄砲町店 大阪府 堺市堺区鉄砲町 1番地 イオンモール堺鉄砲町1F 072-247-8487

フラワールーシュ 大阪府 堺市堺区市之町東 2丁2-11 072-227-8721

karendoららぽーと和泉店 大阪府 和泉市あゆみ野4丁目 4-7  ららぽーと和泉2F 0725-53-4117

花むすび 大阪府 岸和田市上野町東 10-46 花むすび 072-431-4587

株式会社エムスタイル 愛知県 豊橋市佐藤5丁目 1-4 0532-61-9117

フラワーブティックさいとう 愛知県 豊川市門前町 26番地 0533-86-4839

有限会社  花木土 愛知県 蒲郡市宝町 18-10 0533-67-1087

花のデパート花徳 愛知県 岡崎市庄司田1丁目 11番地9 0564-51-0087

フラワーショップ　Enchante(アンシャンテ) 愛知県 刈谷市広小路 5-19 0566-23-4187

フラワー&グリーンショップマルヤス 愛知県 名古屋市西区上名古屋一丁目 1番4号 052-531-0506

Flower Street JAM 愛知県 名古屋市西区菊井 1-5-8 052-565-8687

風遊花 愛知県 名古屋市西区牛島町（次のビルを除く） 5-5 カネヒサビル 052-581-0577

ふろれりぃあ澤 愛知県 名古屋市西区中小田井三丁目 502 052-501-4833

花菱 愛知県 名古屋市中村区牛田通 1-17 052-482-2377

花のウチダ 愛知県 名古屋市港区港楽2丁目 8番5号 052-651-1032

flower shop chloris 愛知県 名古屋市中区丸の内 1-8-23 第7KTビル１階 052-201-8717

アペルティオーフローリス 愛知県 名古屋市中区錦 1-13-33  福昌名古屋ビル1階 052-222-3987

坪井花苑　本店 愛知県 名古屋市中区錦3丁目 21番18号 052-961-6666

ＬＩＬＡＣ　ＡＶＥＮＵＥ’９１ 愛知県 名古屋市中区新栄一丁目 １０番１１号 052-700-6736

グリーン&フラワー　ミント 愛知県 名古屋市東区橦木町 3-68 スターブル橦木１F 052-932-6687

花あざみ 愛知県 名古屋市東区徳川2丁目 6番6号 052-931-0871

花空間 愛知県 名古屋市北区山田町 4丁目８５番地 052-917-1438

ハナワークスみなみ 愛知県 名古屋市北区大曽根2丁目 3番６号 052-981-4119

花の店　樹風花 愛知県 名古屋市名東区高針台 3丁目1024番地 052-709-0878

フラワーショップオリーブ八事店 愛知県 名古屋市昭和区滝川町 47-6 ダイアパレス八事108 052-832-9538

花菱バロー瑞穂店 愛知県 名古屋市瑞穂区豆田町 ５丁目２ 052-872-8339

フラワーランド 愛知県 日進市栄 3-1605 プロニティ日進1Ｆ 0561-72-5430

花ごよみ 愛知県 豊田市亀首町一色前 10番地 0565-46-1187

フラワーマーケット 愛知県 知多郡美浜町河和（北田面） 5 0569-82-5882

veryBERRY'S 愛知県 豊田市東新町 3-58-1 0565-35-8728

花の清香園 愛知県 知立市東上重原 5-30 0566-83-0325

花の清香園大府店 愛知県 大府市一屋町 4-75 0562-44-8377

知多園芸株式会社 愛知県 半田市宮本町6丁目 214番地７ 0569-24-1674

ティーズフラワー 愛知県 常滑市古道東割 ５－４ 0569-35-7082

フローリスト陽花里 愛知県 小牧市北外山 15-14 0568-76-8783

花工房　浪漫 愛知県 小牧市中央 5-5 0568-73-4649

HANAGEN 花元 愛知県 春日井市鳥居松町 6-29-1 0568-82-2957

花の松本ナーセリー 愛知県 春日井市白山町 8-9-17 0568-51-1734

FLORIST MIKI 愛知県 尾張旭市東印場町 2-3-5 0561-53-5000

H・A・N・Aぴゅあ 愛知県 あま市篠田稲荷 41 052-441-8654

綿忠フラワーセンター 愛知県 稲沢市井之口四家町 205 0587-23-3883

花たろう　コルソ店 埼玉県 さいたま市浦和区高砂 １－１２－１　浦和コルソ１F 048-762-8759

フラワーショップアリリ 埼玉県 さいたま市北区日進町二丁目 815-3 048-666-4631

karendoイオンモール川口前川店 埼玉県 川口市前川 1-1-11  イオンモール川口前川 1F 048-475-8739

フラワーアレンジメント　カラーズ 埼玉県 戸田市笹目3丁目 3-8 048-449-8703
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MAOフラワー 埼玉県 さいたま市緑区松木2丁目 8番1号 048-876-1878

株式会社　第一花壇　本社 埼玉県 さいたま市見沼区大谷 973-2 048-685-8787

Hanatama 埼玉県 さいたま市中央区下落合2丁目 23ー14 OLIVEビル　1-2F 048-832-0878

花たろう 埼玉県 さいたま市桜区栄和 5-22-25 048-589-3477

花と葉っぱの店　フィオリスタ　プント. 埼玉県 さいたま市岩槻区本町 3-8-15 平野ビル1F 048-757-1487

コンパルワコー青柳店 埼玉県 草加市青柳七丁目 2番15号 048-936-0991

株式会社　第一花壇　草加店 埼玉県 草加市高砂2-5-25 2-5-25 草加ヴァリエ　1F 0489-28-9187

フラワーショップ　ナリタ 埼玉県 久喜市鷲宮二丁目 1番3号 0480-58-0450

コンパルワコー八潮店 埼玉県 八潮市中央三丁目 3番11号 048-996-3031

コノカ  越谷レイクタウン店 埼玉県 越谷市レイクタウン 4-2-2 KAZE A-235　 kaze2F VIVRE GENE　内 048-961-1026

フローリストタケサト 埼玉県 春日部市大場 1057 048-734-4187

ラッキーフラワー 埼玉県 春日部市大枝 89番地 武里団地２－１１－１０９ 048-735-8741

フラワーショップらいふ 埼玉県 南埼玉郡宮代町道佛 1-1-50 ピアシティみやしろ 0480-32-8741

フラワーパークセラーム 埼玉県 加須市南大桑 3387-1 0480-65-8787

株式会社花やさんTフローリスト 埼玉県 坂戸市三光町 2－4 049-281-1504

花舗/HANAYA 埼玉県 川越市脇田本町 29番地45 049-241-1187

有限会社 中島花店 狭山店 埼玉県 狭山市中央2丁目 1-1 マルエツ入間川店 042-958-4053

フルール圭 埼玉県 狭山市水野 825-3 04-2957-1388

グリーンルームフラワーズ 埼玉県 和光市新倉１丁目 １２－１ 048-420-8783

karendoららぽーと富士見店 埼玉県 富士見市山室一丁目 1313 ららぽーと富士見1F 049-265-8223

ガーデンいずみ 埼玉県 ふじみ野市上福岡 2-6-1 049-278-2087

花工房風花 埼玉県 ふじみ野市苗間 436-1 049-269-3188

株式会社　第一花壇　所沢店 埼玉県 所沢市日吉町 12-1 西武所沢SC　B1F 04-2939-1187

フローリストナカムラ 埼玉県 熊谷市鎌倉町 95 騎西屋ビル1F 048-526-2670

フラワーショップヤーミー 埼玉県 北本市北本 3-177 048-593-7576

日花園 埼玉県 深谷市西島町 2-6-8 048-572-3840

Make.Up.Flower 花夢花夢 千葉県 千葉市中央区中央三丁目 15番2 043-221-1135

フラワーショップ四季／千葉富士見店 千葉県 千葉市中央区富士見 2-17-9 043-222-1187

花福 千葉県 千葉市緑区高田町 401-1 043-291-8729

シェラ　フローリスト　エイム 千葉県 松戸市新松戸 6-4-3 047-343-7800

シェラフローリストエイムプロデュース　はなや花子 千葉県 流山市流山 9-800-2 イトーヨーカドー１F 047-159-0394

青山フラワーマーケット アトレ松戸店 千葉県 松戸市松戸 1181 アトレ松戸3F 047-368-1087

シェラ　フローリスト　エイム　キテミテマツド店 千葉県 松戸市松戸 1307-1 キテミテマツドB1 047-701-8716

株式会社 花亀 千葉県 市川市市川一丁目 26番15号 花亀ビル1階 047-322-4452

伸共花店 千葉県 習志野市大久保三丁目 11番16号 047-407-0551

青山フラワーマーケット ペリエ津田沼店 千葉県 習志野市津田沼 1-1-1  津田沼駅構内 047-475-1087

フラワーハウス　メリー 千葉県 習志野市津田沼5丁目 12番12号 サンロード1F 047-454-3846

ロータスブロッサム 千葉県 習志野市香澄 6-10-15 047-451-1208

株式会社　第一花壇　松ヶ崎店 千葉県 柏市松ケ崎大山台1 1-6 イオンタウン松ヶ崎SC　1F 04-7137-9088

フラワーデザイン　ウィズ 千葉県 浦安市入船 １－４－１－１０５ イオン新浦安 047-381-2105

花の店萌木 千葉県 佐倉市大崎台 ４?２?１ クラッセ佐倉１０７ 043-486-9599

La Flor RiO 千葉県 佐倉市王子台3丁目 15番地3号 043-462-1441

平澤生花店 千葉県 成田市幸町 472 0476-24-0482

有限会社フラワーショップサクマ 千葉県 成田市飯田町1丁目 15番 0476-22-4637

はなくらぶ美美 千葉県 成田市公津の杜4 5-3 ユアエルム内 0476-26-4187

よしの生花 千葉県 旭市ロ 763-4 0479-63-2603

はなも市原店 千葉県 市原市白金町 5-14-1 0436-24-4187

サブ・ローザ 千葉県 茂原市新小轡 178-2 0475-26-2397

はなも茂原店 千葉県 茂原市木崎 278-1 0475-24-4187

フラワー緑 千葉県 茂原市高師 １７３５ ショッピングプラザアスモ 0475-24-8735

BLOSSOM神戸店 兵庫県 神戸市中央区加納町4丁目 9-15 キッカドービル1F 078-321-4187

シンコーフラワーセンター　本店 兵庫県 神戸市中央区下山手通三丁目 1番19号 078-331-9221

フルラージュ(神港農園芸株式会社) 兵庫県 神戸市中央区相生町3丁目 2-1  デュオこうべ山の手 078-599-9725

karendo神戸ハーバーランドumie店 兵庫県 神戸市中央区東川崎町 1-7-2 神戸ハーバーランドumieサウスモール B1F 078-362-2030

フラワーボックス国際会館店 兵庫県 神戸市中央区御幸通八丁目 １番地 神戸国際会館1F 078-231-2868

アントス　ベルスト鈴蘭台店 兵庫県 神戸市北区鈴蘭台北町一丁目 9番1号 ベルスト鈴蘭台1F 078-597-6667

アントス　イオンモール神戸南店 兵庫県 神戸市兵庫区中之島二丁目 1番１号 イオンモール神戸南1F 078-945-8818

フタバ園本店 兵庫県 神戸市須磨区 須磨浦通り4丁目3番16号 078-731-040

アントス　須磨パティオ店 兵庫県 神戸市須磨区中落合二丁目 ２番１号 須磨パティオ　1番館1F 078-797-5487

アントス　プリコ垂水店 兵庫県 神戸市垂水区神田町一丁目 20番地 プリコ垂水西館 078-706-5477

フラワーショップなかにし 兵庫県 神戸市東灘区深江北町 ４－１１－６ ワコーレハーモニーガーデン１０４号 078-411-0520

フラワーボックス リブ住吉店 兵庫県 神戸市東灘区住吉本町一丁目 ２番１号 JR住吉駅ステーションビル1F 078-854-5508

有限会社シルバー園芸 兵庫県 尼崎市東園田町5 48-12 06-6491-9365

コノカ　あまがさきキューズモール店 兵庫県 尼崎市潮江 1丁目3番1号　 あまがさきキューズモール1階 06-6423-9797

コノカ　阪神西宮店 兵庫県 西宮市田中町 1番6号　 エビスタ専門店街106号 0798-36-1187

karendoららぽーと甲子園店 兵庫県 西宮市甲子園八番町 1-100 0798-78-3333

アントス　プリコ西明石店 兵庫県 明石市小久保二丁目 7番20号 プリコ西明石1F 078-929-8082

フラワーギフト　リブラン 兵庫県 加古川市平岡町二俣 ７５４－７ 079-422-0317

岡田屋 北海道 札幌市北区北二十六条西5丁目 1-15 011-736-2885

花のこすぎ 北海道 札幌市北区屯田四条 7丁目7-31 011-774-2760

Botanic Lifeラソラ札幌店 北海道 札幌市白石区東札幌4条1丁目 1-1 ラソラ札幌B town 1F 011-803-8787

Flower Atelier 綾花 北海道 札幌市白石区川北1条3丁目 7-16 011-871-6087

bloom kita_hana 北海道 札幌市清田区北野七条 5丁目12-48 小野ビル 011-378-4678

有限会社　更科生花店 北海道 小樽市錦町 17番16号 0134-23-0647

花工房夢 北海道 室蘭市 寿町3丁目2番15号 0143-41-4187



Okulete Gommen専用ラッピングペーパー配布店リスト

店舗名 都道府県 住所 電話番号

花のみずの 北海道 苫小牧市新富町1丁目 7番19号 0144-74-9561

夢想工房ところ生花 北海道 浦河郡浦河町大通5丁目 73-2 0146-22-1187

（有）花善 北海道 登別市中央町 4-9-5 0143-85-8870

花もみじMomijiyama-Design 北海道 苫小牧市北栄町 26-20 0144-55-8787

青山フラワーマーケット 札幌ステラプレイス店 北海道 札幌市中央区北五条西 2-5  札幌ステラプレイス 1F 011-209-5308

Botanic Life本店 北海道 札幌市中央区南五条東3丁目 10番地1 クラシックハイム1階 011-511-1970

フラワーショップ花一 北海道 恵庭市恵み野西5丁目 3-1 コープさっぽろ恵み野店内 0123-37-8788

株式会社　ケミフラワー札幌 北海道 札幌市豊平区月寒東四条７丁目 ８－１５ 011-854-2714

フルーロン花佳 北海道 札幌市西区西野六条３丁目 １番１号 大岩ビル１階 011-664-4187

華や　いわた 北海道 札幌市西区八軒2条東4丁目 1番30号 パーティハウス1F 011-633-8850

株式会社　札幌フラワー 北海道 札幌市中央区南1条西24丁目 １－２３ ネオアージュ裏参道　1階 011-621-0201

月花 北海道 札幌市中央区南1条西25丁目 2-6 011-633-1135

大堀生花店 北海道 札幌市中央区南八条西 3丁目422 011-511-7525

株式会社　花の八幡屋 北海道 札幌市中央区南十条西6丁目 5-14 011-531-0101

札幌10区ミルフルール 北海道 札幌市中央区南十条西14丁目 2番24号 011-530-4187

池川flower生花店 北海道 砂川市西一条南6丁目 1-1 0125-54-2230

はなや日々色 北海道 富良野市幸町 8-5 フラノマルシェ2 0167-56-7417

フラワーブティックエハラ 北海道 富良野市日の出町 7番3号 0167-22-2263

Flowers Lei TSURUYA （レイツルヤ） 北海道 留萌市錦町3丁目 2番43号 0164-42-0830

花の店ばんどう 北海道 網走市南3条東3丁目 3 0152-43-6896

グリーンライフ花音 北海道 網走市駒場南 ８丁目１-１１ 0152-43-5855

知床フラワーさかい エーコープ店 北海道 斜里郡斜里町青葉町 33-1 エーコープしゃり店内 0152-23-6767

Flower & Gift 　知床の花屋　くろーばー 北海道 斜里郡斜里町豊倉 50-8 ラルズマート斜里店 0152-23-5039

フラワーショップ　ポピー 福岡県 北九州市門司区高田1丁目 6-15 093-381-2481

有限会社 花いちばん 福岡県 北九州市小倉南区中曽根３丁目 ４番５号 093-473-8180

松末フラワーパーク 福岡県 北九州市小倉南区朽網東五丁目 21番15号 093-473-1687

フラワーガーデン小倉駅前アイム店 福岡県 北九州市小倉北区京町三丁目 1-1 セントシティ北九州 093-514-1787

フローリスト・レア 福岡県 北九州市小倉北区魚町2丁目 2番15号 東邦ビル1階 093-531-0118

蔵花kurahana 福岡県 北九州市小倉北区三郎丸 2-10-5 木村ビル1階 093-951-3011

花工房おかだ 福岡県 北九州市小倉北区紺屋町 13番1号 毎日会館1階 093-522-8701

花の店ベル　小倉井筒屋店 福岡県 北九州市小倉北区船場町 1-1 093-522-2131

フルールドゥあおい 福岡県 北九州市小倉南区長行東ニ丁目 23番2号 093-451-2573

flora 福岡県 北九州市戸畑区一枝 2?10?5 093-881-7066

池庄司生花店 福岡県 北九州市八幡東区枝光本町 6-13 093-671-5291

お花屋さん 福岡県 北九州市八幡東区大蔵2丁目 11-47 新神田市場内 093-652-7755

フローリスト ナガタ 福岡県 北九州市八幡東区春の町二丁目 6番7号 093-671-0204

やすだ花のいおり 福岡県 北九州市八幡西区熊西一丁目 8番44号 093-621-7406

花一番 福岡県 北九州市八幡西区鷹の巣 3-1 093-641-8701

flower＆green MERCI 福岡県 北九州市八幡西区則松 4丁目2番15号 MERCI 093-692-8711

青山フラワーマーケット 天神ソラリアステージビジョン前店 福岡県 福岡市中央区天神 2-11-3 ソラリアステージ1F 092-732-7087

青山フラワーマーケット天神地下街店 福岡県 福岡市中央区天神 2丁目地下1号100  天神地下街西7番街 092-714-5587

花の福いち 福岡県 福岡市中央区大手門三丁目 10番32号 092-781-7687

花乃屋 福岡県 福岡市南区中尾2丁目 3番35号 092-542-6288

フラワーショップ　トビマツ 福岡県 大野城市下大利1丁目 18番4号 ベルフルール1階 092-585-1184

GHB Fukuoka EFFECT 福岡県 福岡市西区西の丘 2-1 092-407-6113

すえみつ花店 福岡県 嘉麻市鴨生 523 0948-42-1393

ゆくはし植物園 福岡県 行橋市上津熊 221 0930-24-1848

花の　おがた 福岡県 田川市伊田町 15 -18 伊田駅前 0947-42-1493

花工房ガラージュ 久留米店 GARAJU 福岡県 久留米市篠山町 6-397-7 0942-37-1187

花の店シド 福岡県 久留米市東町 34-76 0942-39-5220

空いろのたね 福岡県 久留米市花畑 3-4-1 F-Gem101 0942-32-7345

近藤生花店 福岡県 久留米市荒木町荒木 644-14 0942-26-4014

花工房ガラージュ 本店 GARAJU 福岡県 久留米市三潴町田川 1377-22 0942-64-4221

花工房ガラージュ 大川ゆめタウン店 GARAJU 福岡県 大川市上巻 430-1 ゆめタウン大川1F 0944-89-1687

ＦＷ花かご 福岡県 筑後市若菜 1278-1 0942-53-8783

花工房ガラージュ 筑後店 GARAJU 福岡県 筑後市西牟田 4330-1 0942-45-8783

ポーポリーほりえ 福岡県 八女市本町 38 0943-22-2877

有限会社グリンピース磯浜 福岡県 大牟田市小浜町１丁目 １番地９ 0944-53-2114

大福生花店　夜須店 福岡県 朝倉郡筑前町篠隈 183-1 Aコープ夜須店内 0946-42-0370

菊匠 福岡県 朝倉郡筑前町中牟田 887-1 0946-42-1758

(有)大福生花店 福岡県 朝倉市大庭 623 0946-52-2473

平田ナーセリー　久留米店 福岡県 久留米市善導寺町木塚 288-1 0942-47-3810

花工房ガラージュ 久留米ゆめタウン店 GARAJU 福岡県 久留米市新合川1丁目 2-1 ゆめタウン久留米1F 0944-89-1687

あきつフルール 静岡県 伊豆市柏久保 552-5 0558-72-0454

karendoららぽーと沼津店 静岡県 沼津市東椎路字東荒 301-3 ららぽーと沼津1F 055-955-9095

株式会社 花樹園 静岡県 駿東郡長泉町下土狩 696-3 055-987-0575

（有）花と緑のキタザワ 静岡県 熱海市桜町 14-1 0557-83-3388

フローリスト花徳 静岡県 伊東市八幡野 1184-15 0557-54-1678

株式会社静清フラワー 静岡県 静岡市葵区川合 3-14-23 054-265-3123

フラワーショップ楓 静岡県 焼津市与惣次 118 054-624-0607

花と香りの店　カモマイル 静岡県 島田市金谷栄町 ３４６５－１ 0547-45-3752

フラワーショップスズキ 静岡県 浜松市中区住吉2丁目 32-9 053-474-5566

Amiのお花屋さん 静岡県 浜松市北区初生町 1260-1 053-430-5225

ウッデイ・K 静岡県 浜松市東区下石田町 1845－1 053-424-0487

花歩（ハナホ） 静岡県 袋井市浅岡 350 PADDY 0538-23-8916
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店舗名 都道府県 住所 電話番号

有限会社花工房きつね小屋 静岡県 磐田市下本郷 742-6 0538-21-0187

（有）宮川生花店　fiore 茨城県 つくば市北条 5123-4 029-867-1726

アクア・ブルーム 茨城県 つくば市梅園 2-8-14 029-863-6222

木の下の花屋　Kazamidori 茨城県 つくば市千現1丁目 15-20 029-828-5535

株式会社　第一花壇　古河店 茨城県 古河市本町 1-1-15 VAL古河　1F 0280-31-4691

フラワーショップ茜 茨城県 古河市駒羽根 7番19号 0280-92-8751

花咲 茨城県 水戸市梅香 2-2-42 029-221-4551

憧れ花のアトリエ 茨城県 水戸市見和 2-241-1 029-257-1187

花かんざしflower shop 茨城県 ひたちなか市枝川 2198 花かんざしflower shop 029-224-1687

花日和 茨城県 日立市幸町 1-4-12 不二商ビル1F 0294-21-8707

フラワーハウスワタナベ本店 茨城県 日立市日高町 31番5号 0294-42-8988

グリーンポットふじたに 広島県 福山市沖野上町4丁目 20番31号 084-921-4746

flower bubbly 広島県 福山市神辺町新徳田 2-383 084-963-0487

大本生花店 広島県 三原市本町1丁目 ５－３１ 0848-64-4483

花のてんじんやま 広島県 竹原市中央 ４丁目6-25 0846-22-3220

有限会社きむら生花店 広島県 三次市十日市中1丁目 1-10 0824-62-1101

西川香花園 広島県 三次市十日市東５丁目 10-28 0824-62-3660

三次花壇 広島県 三次市十日市南 1丁目9-10 0824-62-1220

フラワーショップ花霧居 広島県 広島市中区上八丁堀 5番27号 アーバンビュー上八丁堀1階 082-224-1187

小畑百花園 広島県 広島市中区幟町 12番16 小畑ビル1階 082-221-3515

フローリストやぎ 広島県 広島市中区銀山町 6-15 082-248-0878

あんどう花店 広島県 広島市中区弥生町 5-8 082-244-1187

有限会社　森川花園 広島県 広島市中区流川町 3-6 082-241-1187

GORGON 広島県 広島市中区三川町 10-20 多田ビル1F 082-541-6355

㈱桜井花店 広島県 広島市中区本通 12-3 082-247-1808

谷沢楽花園 広島県 広島市中区大手町5丁目 5番6号 082-248-1187

フラワーショップみなと 安古市店 広島県 広島市安佐南区高取北 1-6-11 ゆめタウン安古市店 １階 082-872-1614

フラワーショップタマダ 広島県 広島市安佐北区可部5丁目 13-7 082-812-2231

花の店りんりん 広島県 広島市安佐南区伴東 5-15-38 082-848-3191

フラワーショップみなと 五日市店 広島県 広島市佐伯区八幡２丁目 24-32 ザ・ビッグ五日市店 １階 082-927-0234

花の森MIYAMOTO サンリブ五日市店 広島県 広島市佐伯区八幡 24-17 082-929-3068

花の森MIYAMOTO マックスバリュ楽々園店 広島県 広島市佐伯区楽々園4丁目 14-1 082-943-8235

フラワーショップみなと 戸坂店 広島県 広島市東区戸坂山崎町 8-13 ザ・ビッグ戸坂店 １階 082-220-2557

（株）華や　温品店 広島県 広島市東区温品七丁目 11番12号 フレスタ温品店 082-516-7130

（株）華や　三篠店 広島県 広島市西区三篠町一丁目 15番1号 フジ三篠店 082-238-7840

（株）華や　上天満店 広島県 広島市西区上天満 10番37号 フレスタ上天満店 082-297-8711

フラワーショップ花将 広島県 広島市西区観音町 9-8 082-295-5005

フラワーガーデンよこがわ 広島県 広島市西区横川町3丁目 2-36 カジル横川内 082-292-1670

庭能花園　Niwayoshikaen 広島県 広島市西区己斐上3丁目 17番16号 082-273-0971

（株）華や 広島県 広島市西区草津新町二丁目 13番10号 082-501-2287

花好きみなと アルパーク店 広島県 広島市西区井口明神1丁目 16-1 アルパーク  東棟2階 082-501-1281

フラワーショップみなと 本社 広島県 広島市西区井口5丁目 25-15 082-278-3065

花の森MIYAMOTO　ゆめタウン広島店 広島県 広島市南区皆実町2丁目 8-17 082-252-8207

フラワーショップなかの 広島県 広島市安芸区矢野東四丁目 5番19号 アボード矢野東102号 082-889-2452

（株）華や　呉店 広島県 呉市宝町 1番16号 フレスタ呉駅ビル店 0823-23-8748

フラワーガーデンみやがわ 広島県 呉市広大新開 1-3-7 0823-71-0072

花と緑の&蘭の殿堂 ハシモト園芸 広島県 廿日市市佐方 540番2号 0829-32-5587

フラワーショップみなと 宮内店 広島県 廿日市市宮内 1268-1 ザ・ビッグ宮内店 １階 0829-38-0840

花の森MIYAMOTO　ゆめタウン東広島店 広島県 東広島市西条町土与丸1丁目 5-7 082-423-1287

花と緑のお店くにきよ　ゆめタウン大竹店 広島県 大竹市晴海 1-6-1 ゆめタウン大竹1階 0827-59-1187

ちきりやガーデン　SUINA室町店 京都府 京都市下京区函谷鉾町 78番地 京都経済センター1階 075-708-8717

アニエフローラルデコ京都 京都府 京都市下京区市之町 250-3  Takii bld.1F/B1 075-344-8787

青山フラワーマーケット 京都ザ・キューブ店 京都府 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 901 京都駅ビル専門店街ザ・キューブB2F 075-344-7987

karendoザキューブ店 京都府 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 901　地下1階 ※

ちきりやガーデン　髙島屋京都店 京都府 京都市下京区四条通河原町西入真町 52番地 髙島屋京都店B1 075-251-0405

ちきりやガーデン　ジェイアール京都伊勢丹店 京都府 京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町 657 ジェイアール京都伊勢丹1階 075-342-0120

木村花店 京都府 京都市南区東九条西御霊町 10 075-691-4655

コノカ  イオンモール京都桂川店 京都府 京都市南区久世高田町 ３７６番１号  イオンモール京都桂川2階 075-925-8687

京・西陣 集花園 京都府 京都市上京区 今出川通智恵光院西入西北小路町２４８ 075-414-1878

BLOSSOM京都店 京都府 京都市東山区三町目 19-1 グランドパレス三条花見小路1F 075-525-8711

コノカ　洛北阪急スクエア店 京都府 京都市左京区高野西開町 36番地　 洛北阪急スクエア内 ※

onino. 京都府 京都市山科区四ノ宮大将軍町 10-3 onino. ※

ちきりやガーデン　本店 京都府 京都市山科区勧修寺閑林寺 85-1 075-571-1500

ivory 京都府 宇治市宇治下居 46-1 フレンドマート宇治市役所前店 0774-21-2671

カワナミプランテーション 京都府 宇治市槇島町十一 100番 0120-84-4187

ちきりやガーデン　MOMOテラス店 京都府 京都市伏見区桃山町山ノ下 32 MOMOテラス1階 075-601-1087

プチコノカ　阪急桂店 京都府 京都市西京区川島北裏町 97番地の2　 阪急桂駅内 ※

ハナ コンチェルト ブルージュ 宮城県 仙台市青葉区上杉 5-1-11 ショーケー上杉2号館1Ｆ 022-261-6321

（有）大沼花店 宮城県 仙台市青葉区本町3丁目 7-12 022-222-6970

GardenGotukola  (ガーデンゴッコラ） 宮城県 仙台市青葉区八幡 １－１－３０ ※

フラワーショップ花物語　みやぎ生協利府店 宮城県 宮城郡利府町利府字堀切前 35-1 みやぎ生協利府店内 022-354-1745

フラワード北仙店 宮城県 仙台市青葉区昭和町 3-40 022-728-4411

フラワーショップ花物語　ヤマザワ中田店 宮城県 仙台市太白区中田町千刈田 19-1 ヤマザワ中田店内 022-306-5362

グリーンテラス鈴花 宮城県 仙台市宮城野区高砂2丁目 2番5号 COOP高砂駅前店内 ※

フラワーショップ花物語　みやぎ生協幸町店 宮城県 仙台市宮城野区大梶 7-10 みやぎ生協幸町店 022-354-0758
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店舗名 都道府県 住所 電話番号

FLORIST HANAKIYA 宮城県 仙台市若林区志波町 3-1 ロンサール志波　１F 022-783-7930

フラワーショップ花物語　みやぎ生協南小泉店 宮城県 仙台市若林区中倉 2-3-12 みやぎ生協南小泉店内 022-794-9981

フラワーショップ花物語　みやぎ生協塩釜栄町店 宮城県 塩竈市栄町 9-37 みやぎ生協塩釜栄町店内 022-361-5533

有限会社かいもん 宮城県 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字上ノ台 5番地 022-364-8150

株式会社多賀城フラワー　本店 宮城県 多賀城市高橋二丁目 15番10号 022-368-3533

多賀城フラワー　高砂店 宮城県 多賀城市高橋二丁目 17番3号 COOP新高砂店内 ※

フラワーショップ花物語　ヤマザワ多賀城店 宮城県 多賀城市城南 2-14-7 ヤマザワ多賀城店内 022-389-2877

田中生花店 宮城県 遠田郡涌谷町新町 48 0229-42-3482

おいかわ生花 宮城県 登米市迫町佐沼字西佐沼 27番地 0220-22-3123

フラワーショップ花物語　みやぎ生協亘理店 宮城県 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北 100 みやぎ生協亘理店内 0223-23-1285

フラワーショップ花物語　みやぎ生協愛子店 宮城県 仙台市青葉区栗生 7-1-1 みやぎ生協愛子店内 022-796-4711

生花くらしま 宮城県 大崎市古川台町 9-2 0229-24-0878

長岡ガーデン 新潟県 長岡市長町一丁目 1665番地 0258-32-1083

Liens 新潟県 長岡市山田 ２－１－７ 0258-84-7700

有限会社　花かつ 新潟県 柏崎市諏訪町 4番3号 0257-22-5868

清花園 新潟県 魚沼市小出島 124-27 025-792-0878

B・Blanc 新潟県 小千谷市平成２丁目 ４番２０号 0258-83-2190

株式会社あおき花えん 新潟県 南魚沼市六日町 124-2 025-772-3626

(有)小山生花店 新潟県 新潟市中央区西堀通 8番町1592 025-222-5053

吉田フローリスト 新潟県 新潟市中央区学校町通 2-595-9 025-224-2181

フラワーショップたなか 新潟県 三条市西四日町3丁目 6番12号 0256-32-3243

フローリスト花成 新潟県 新潟市秋葉区古田２丁目 ２－１８ 0250-25-2433

有限会社花のみどりや 新潟県 新発田市諏訪町 1丁目3-22 0254-23-2583

花のふじ井 新潟県 村上市田端町 2-25 0254-52-3258

花水木 新潟県 燕市井土巻 2-445 0256-61-5777

（有）いば生花店 新潟県 加茂市寿町 4-19 0256-52-4087

Nubow × L'arbre （ヌボー生花店） 長野県 長野市南千歳 1丁目22?6 長野駅ビルMIDORI長野1階 026-219-1187

HANAICHI 長野県 長野市若里3丁目 10-37 若里カンカン5番館 026-224-0152

はしもと生花店 長野県 長野市吉田3 18-17 026-241-3790

はしもと生花店 ながの東急ライフ店 長野県 長野市吉田 ３丁目２２－１ 026-259-8125

Nubow × Adorer （ヌボー生花店） 長野県 長野市稲里町中央 1-23-1 ツルヤ長野南店隣 026-286-6187

フラワーショップ花季 小諸東店 長野県 小諸市御幸町 2-2-26 ツルヤ小諸東店内 0267-23-6321

フラワーショップ花季 立科店 長野県 北佐久郡立科町芦田 1125-1 ツルヤ立科店内 0267-56-3701

フラワーショップ花季 佐久中央店 長野県 佐久市中込 3020-1 ツルヤ佐久中央店内 0267-88-8741

フラワーショップ花季 山口店 長野県 上田市上田 1221-1 ツルヤショッピングパーク内 0268-27-0003

フラワーショップ花季 塩田店 長野県 上田市保野 751-2 ツルヤ塩田店内 0268-39-3910

フラワーショップ花季 軽井沢店 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉 2707 ツルヤ軽井沢店内 0267-46-1939

(有)フラワーピース南信州　サンスイ 長野県 伊那市上新田 2626-1 0265-78-8783

丸山生花店 長野県 木曽郡木曽町福島 6168-28 0264-22-2667

たかだや花園 長野県 上伊那郡辰野町辰野 1614-2 0266-41-0280

ガーデンルフラン 岐阜県 岐阜市六条北 4丁目-4-8 葛西ビル101 058-274-6687

フラワースタイル 岐阜県 岐阜市橋本町2丁目 52番地 岐阜シティ・タワー43　2Ｆ 058-212-0135

花自由区 岐阜県 郡上市八幡町小野 ５-15-5 0575-67-2087

株式会社のだみつ花店 岐阜県 郡上市八幡町小野 ４丁目１-１８ 0575-65-3006

フラワーショップあや 岐阜県 大垣市加賀野 3-55-3 0584-74-8783

フローラル花夢館　神戸店 岐阜県 安八郡神戸町柳瀬 813 0584-28-0268

フラワーハウスしもで 岐阜県 高山市初田町 3-88-5 0577-33-8701

フラワーショップ　ユーワン 岐阜県 中津川市福岡 1077-8 0573-76-3020

フラワーショップ花いちもんめ　宇都宮 栃木県 宇都宮市長岡町 ４８－１ 028-627-5505

フラワーショップTOMO 栃木県 宇都宮市西の宮 2-16-13 028-666-8302

有限会社　岡田園芸 栃木県 宇都宮市滝谷町 18-9 028-635-9626

花のおおがき 栃木県 宇都宮市砥上町 481-1 028-648-8539

ffHK花亀 栃木県 宇都宮市簗瀬 1-14-8 028-636-4607

株式会社　第一花壇　宇都宮店 栃木県 宇都宮市川向町 1-27 宇都宮駅ビル　パセオ1F 028-624-8787

(有)大関種苗園 栃木県 鹿沼市鳥居跡町 1416 0289-62-3666

いわい生花 栃木県 鹿沼市下横町 1304-1 0289-62-5746

アトリエ花子 栃木県 佐野市若宮上町 5-12 0283-21-5488

フラワーショップたかおか 栃木県 栃木市室町 11－11 0282-22-2056

フローリスト野沢 栃木県 下野市薬師寺 3311-1 自治医科大学附属病院  Jプラザ内 0285-44-0650

HANA MENTAL 栃木県 宇都宮市中岡本町 2977-14 028-680-4325

フローレンス花美 栃木県 矢板市富田 528-1 0287-43-2928

花処　彩季舎 群馬県 高崎市緑町 1-11-4 027-315-8783

すみのえ 群馬県 邑楽郡大泉町仙石 1-13-14 0276-62-0162

Flower shop Hana Goyomi 群馬県 高崎市剣崎町 1207-9 027-343-1269

花車 群馬県 伊勢崎市東本町 39 0270-24-1230

posy room 群馬県 太田市石原町 81 イオンモール太田1階 0276-47-8607

フラワーショップ花もり 群馬県 館林市緑町 2丁目10-11 0276-72-6867

有限会社海老屋フラワー 群馬県 邑楽郡板倉町岩田 2361-6 0276-70-4070

越塚園芸 群馬県 邑楽郡板倉町岩田 2351 0276-82-3017

有限会社スワン生花店 群馬県 みどり市大間々町大間々 871 0277-72-2380

株式会社　吉田有花園 群馬県 渋川市渋川 1906-62 0279-22-2833

cucuron 群馬県 伊勢崎市西小保方町 368 スマーク伊勢崎内1階みょうぎエリア 0270-27-5822

フローリストワタリ 群馬県 太田市大原町 459-5 0277-78-5199

フラワーショップカトレア 岡山県 岡山市北区中山下 1-5-41 チサンマンション1F 086-222-7015

花番地 岡山県 岡山市北区東古松３丁目 １２-４１ 086-222-1187
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すずき花店 岡山県 備前市日生町日生 1445-1 0869-74-0778

フラワーブティック　アベイユ 岡山県 岡山市中区今谷 177-1 086-238-8783

有限会社　もとしみず花店 岡山県 美作市栄町 34 0868-72-0413

フラワーショップキクチ 岡山県 美作市湯郷 126-6 0868-72-4187

フラワーショップキクチ津山店 岡山県 津山市高野本郷 1264-12 0868-26-5600

有限会社はら生花店 岡山県 倉敷市西坂 773-9 086-463-7711

フローリスト 萬 岡山県 笠岡市五番町 5-96 0865-63-5757

株式会社花の店サトウ　こすもす店 福島県 福島市笹谷字前谷地 3-5 024-558-9350

花の店ハナセン 福島県 福島市栄町 12-21 024-522-9458

花工房MIDORI-YA 福島県 福島市東中央 1丁目41-6 024-526-5015

プレオ園芸店 福島県 福島市鳥谷野字南光原 37-1 024-545-1187

株式会社花の店サトウ　いずみ店 福島県 福島市森合字清水 7 024-557-7866

にこバラショップ 福島県 須賀川市花岡 1番32号 0248-94-8731

みなと生花店 福島県 田村市常葉町常葉 内町４６ 0247-77-2436

フラワーショップまるおん 福島県 田村郡三春町中町 7番 0247-62-3460

株式会社　花ふじ 福島県 郡山市駅前二丁目 １－２ 024-932-6029

花どころ山川　（有）ムーブ・プロ 福島県 郡山市富久山町久保田字久保田 62 024-934-2366

花のチカミ 福島県 二本松市本町 2-22 0243-22-0221

花のモロイ 福島県 南相馬市原町区栄町 １丁目１５ 0244-22-8766

有限会社　花モト 三重県 四日市市西浦1丁目 2番22号 059-352-8490

ベリーフローリスト 三重県 四日市市諏訪栄町 7-34 近鉄百貨店四日市店1階 059-351-6850

平田花園 三重県 桑名市千代田町 41番地 0594-22-1587

（株）花やの六さん 三重県 津市寿町 １８－２２ 059-228-0514

花のトヨダ 三重県 津市白塚町鎌田 3939-1 059-232-3545

奉花園 三重県 伊勢市神田久志本町 1484-8 0596-28-1113

（有）長光花園 三重県 伊勢市二俣二丁目 6-38 0596-28-9069

南島フラワー 三重県 度会郡南伊勢町村山 4番4号 0596-76-0032

フラワーブティックこさか 三重県 伊賀市上野魚町 2888-6 0595-23-2516

花番地 熊本県 熊本市中央区手取本町 3-15 096-326-2509

花メロディー 熊本県 熊本市中央区帯山8丁目 6-34 096-383-0775

花屋クレロ 熊本県 熊本市中央区大江4丁目 17-17 096-361-1913

田中花屋 熊本県 天草市中央新町 13-11 0969-22-2993

椿原園 熊本県 荒尾市東屋形 1-9-4 0968-64-2992

花いち 熊本県 八代市萩原町２丁目 8-8 0965-33-2508

よしこフラワー 熊本県 八代市田中町 27-2 0965-35-0663

Grand Cru ぺんぎんや 熊本県 八代市横手新町 20-5 096-534-2169

花のトリコロール 熊本県 八代市永碇町 1345 0965-32-5190

花色舞 熊本県 人吉市土手町 22-4 0966-24-0187

MAPLE MAPLE 鹿児島県 鹿児島市中央町 15-12 099-296-8792

㈲はなとも生花店 鹿児島県 鹿児島市下荒田3丁目 37番20号 099-254-8435

フローリストうえた 鹿児島県 鹿児島市千日町 15番4号 うえだビル2階 099-222-4618

ベルフラワー 鹿児島県 出水市高尾野町下水流 ２３４７－２ 0996-82-1632

花工房雫 鹿児島県 霧島市国分湊 298 0995-46-9887

オランディアガーデン　本店 沖縄県 那覇市泉崎 2-3-5 098-854-2075

フラワーショップ エバ 沖縄県 那覇市久茂地二丁目 16-20 レジデンシア久茂地1階 098-866-8840

グリーンポケット 沖縄県 島尻郡南風原町兼城 531 098-889-3445

フローリスト花香 沖縄県 浦添市伊祖２丁目 29-1 パステルハウス1Ｆ 098-874-4981

株式会社　花の店　新花　北中城店 沖縄県 中頭郡北中城村島袋 706-2 098-931-1888

Flower shop ラパン 沖縄県 中頭郡北谷町美浜 2-1-13 098-989-7222

株式会社　花の店　新花 沖縄県 沖縄市美里五丁目 29番4号 098-937-4890

カモミール 沖縄県 沖縄市美原一丁目 11番8号 098-939-5675

フローリスト花市 滋賀県 大津市中央2丁目 6番１０号 077-522-2559

アニエフローラルデコ 滋賀県 大津市雄琴2丁目 2-21 077-579-1339

東実グリーン株式会社 滋賀県 大津市栄町 1?14 077-537-4180

株式会社栗東ガーデン 滋賀県 栗東市安養寺6丁目 ５番7号 077-552-2177

株式会社アルファフローリスト　viva city店 滋賀県 彦根市竹ケ鼻町 43-2 viva city彦根　1階 0749-24-8701

お花屋さん　Leaf 滋賀県 彦根市大東町 2番28号 平和堂アル・プラザ彦根店１F 0749-24-6865

いろは花店 滋賀県 守山市守山3丁目 24-27 077-582-2168

株式会社観翠園core 滋賀県 長浜市祇園町 306 0749-64-0817

お花屋さん　Leaf　水口店 滋賀県 甲賀市水口町本綾野 566番地の1 平和堂アル・プラザ水口店１F 0748-63-8632

fleuristeCachette 滋賀県 愛知郡愛荘町愛知川 58 0749-42-2164

双葉園 山口県 岩国市今津町五丁目 4-5 0827-24-3513

花と緑のお店くにきよ　フジグラン岩国店 山口県 岩国市麻里布町 2－9－8 フジグラン岩国1階 0827-22-0233

花と緑のお店くにきよ　ゆめタウン南岩国店 山口県 岩国市南岩国町 1－20－30 ゆめタウン南岩国1階 0827-32-3190

花と緑のお店くにきよ　丸久川西店 山口県 岩国市川西 2－7－26 マルキュウ川西店内 0827-44-3809

AURORA FLOWER 山口県 柳井市柳井津古市 478 0820-23-3732

花と緑のお店くにきよ　アルク平生店 山口県 熊毛郡平生町平生村字若浜 236－4 アルク平生店内 0820-56-8777

フラワー&グリーン藤屋 山口県 大島郡周防大島町久賀 5124 0820-72-2789

花と緑のお店くにきよ　イオン光店 山口県 光市浅江木園 1756－1 イオン光店1階 0833-71-2960

道の駅ソレーネ周南　すずらん店 山口県 周南市戸田 2713 0834-83-2777

ぐりーん愛らんど 山口県 下関市後田町1丁目 6番22号 083-224-2738

フジ藤原店内　フローラ　エミリ 愛媛県 松山市藤原2丁目 4-62 089-941-8712

Fleur松山 愛媛県 松山市宮田町 132  1F 089-935-7079

後藤花店 愛媛県 松山市西一万町 2－15 089-931-8369

サニーマート松山久米店内　フローラ ナン 愛媛県 松山市北久米町 698-1 089-970-0344
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店舗名 都道府県 住所 電話番号

花空間 愛媛県 松山市東石井 ６丁目２－１９ 089-956-1274

フジ古川店内 　フローラ　ソフィ 愛媛県 松山市古川北3丁目 19-14 089-905-3387

フジグラン松山店内  フローラ　サラ 愛媛県 松山市宮西１丁目 2-1 089-922-2768

あぼんりーの花　本店 愛媛県 東温市南方 603 089-966-1787

エミフルMASAKI店内  フローラ　メイ 愛媛県 伊予郡松前町筒井 850 089-985-5123

フジ内子店内  フローラ　リジィ 愛媛県 喜多郡内子町内子 1455 0893-43-0087

フジ姫原店内  フローラ　ダイアナ 愛媛県 松山市姫原2丁目 4-28 089-923-4524

フジ松江店内  フローラ　プリシラ 愛媛県 松山市松江町 5-38 089-952-2021

フジ新居浜駅前店内  フローラ　ジェーン 愛媛県 新居浜市坂井町2丁目 3-8 0897-32-8717

フジグラン西条店内  フローラ　パティ 愛媛県 西条市新田宇北新田 235 0897-53-8778

フルールうちだ 愛媛県 四国中央市川之江町 1646-1 0896-56-3802

フジ東予店内  フローラ　ルビー 愛媛県 西条市周布 715-1 0898-65-4878

佳フラワーガーデン 奈良県 生駒市元町 1丁目5-2 メゾンケイ１階 0743-75-0138

フラワーショップ　メープル 奈良県 奈良市押熊町 １１３０－３ 0742-49-8783

karendo西大寺駅ナカ店 奈良県 奈良市西大寺国見町 1-1-1 Time's Place 0742-35-8566

フローリストふなお 奈良県 桜井市桜井 123-22 0744-42-2755

フローリスト花萠 奈良県 橿原市兵部町 ３－１４ 0744-22-8987

フラワーショップおかもと医大前店 奈良県 橿原市四条町 862-2 セジュール医大前１F 0744-22-6126

karendoイオンモール橿原店 奈良県 橿原市曲川町 7丁目20-1 イオンモール橿原店 1F 0744-25-2182

karendo近鉄百貨店　橿原店 奈良県 橿原市北八木町３丁目 65-11 近鉄百貨店橿原店 1F 0744-25-3387

karendoラスパ西大和店 奈良県 北葛城郡上牧町ささゆり台 1-1-1 ラスパ西大和1F 0745-78-1116

花のたかや 奈良県 香芝市磯壁 ３－５８－５（じゃんぼスクエアー香芝 南向い） 0745-78-5487

karendoイオンモール大和郡山店 奈良県 大和郡山市下三橋町 741 イオンモール大和郡山店 1F 0743-53-2233

(有)生花園 長崎県 長崎市新大工町 3-21 青木ビル 095-825-0941

百花苑 長崎県 長崎市新大工町 5番30号 095-822-1610

フラワーギャラリーオランダヤ 長崎県 長崎市魚の町 1番23号 095-825-2445

丸福生花店 長崎県 五島市錦町 3-13 0959-72-2667

フラワーショップ花いく 長崎県 北松浦郡佐々町羽須和免 698 0956-63-3376

有限会社　花徳造花生花 長崎県 佐世保市島瀬町 １番１１号 0956-24-8719

フラワーデザインスタジオフローレ 長崎県 佐世保市白岳町 144-1 0956-76-8782

フラワーショップいけだ 長崎県 諫早市高来町里 229-1 ※

花と雑貨の店ワイズスタイル 青森県 青森市松原3丁目 15番28号 017-718-3787

フラワーブティックショパン 青森県 青森市浜館６丁目 １－８ ドラゴンカフェ内 017-742-7086

アンジェリック 青森県 青森市浪打2丁目 １番１号 　フラワーショップ・アンジェリック 017-742-6686

三春屋 店 青森県 八戸市十三日町 13 三春屋百貨店1F 0178-24-2620

ムーンプラザ店 青森県 八戸市長横町 7-1 ムーンプラザ1F 0178-43-8755

パセリー菜 プラス 青森県 八戸市江陽2丁目 14-1 ラピア1F 0178-46-5555

ユニバース 小中野店 青森県 八戸市小中野3丁目 24-13 0178-22-8700

よこまちストア 新井田店 青森県 八戸市新井田西3丁目 9-5 0178-25-8701

あべフローリスト 青森県 弘前市土手町 67-1 0172-36-3202

パセリー菜八戸本店　4seasons Store 青森県 八戸市長苗代中坪 115?7 0178-28-8383

ユニバース ニュータウン店 青森県 八戸市北白山台5丁目 1-7 0178-27-7782

よこまちストア 五戸店 青森県 三戸郡五戸町下モ沢向 25-3 0178-62-6955

パセリー菜イオンモール下田店 青森県 上北郡おいらせ町中野平 40-1 0178-56-8001

フラワーキューブ　ペタロ 岩手県 盛岡市菜園 1-8-15 cubeⅡ 019-601-5355

田村フローリスト 岩手県 盛岡市青山２丁目 ２４番１０号 019-647-2597

下長根生花店 岩手県 盛岡市八幡町 5-9 019-622-5564

すがゆう生花店 岩手県 一関市上大槻街 2-30 0191-23-3044

加茂ガーデン 岩手県 大船渡市大船渡町 字野々田10-3 0192-27-1187

花工房パルテール 岩手県 北上市常盤台 2-13-24 0197-65-4422

花と器　ぐんきん 岩手県 北上市本通り一丁目 6番22号 0197-64-3127

カマダ生花店 岩手県 花巻市一日市 6-27 0198-24-3427

中村生花店 岩手県 宮古市末広町 3-21 0193-63-0485

フラワーショップkrotte 岩手県 宮古市末広町 8-29 0193-65-9272

バルーンフラワー 岩手県 紫波町日詰丸盛 ２１４番１号 019-601-6191

お花のさとう 岩手県 一関市藤沢町藤沢字仁郷 2-12 0191-63-2248

Aroma&Flower Duo 石川県 金沢市駅西新町1丁目 ４番１号 ロイヤルコート駅西１階 076-231-1872

アルビス 内灘店 石川県 河北郡内灘町大根布  1-8-1 076-286-6587

いなば生花店 石川県 金沢市金石西 1-6-16 076-268-4187

花まつ大阪屋ショップ大徳店 石川県 金沢市松村町ヌ 75-1 076-266-0873

花まつ大阪屋ショップ鶴来店 石川県 白山市知気寺町ち 64 076-220-6287

花まつ大阪屋ショップ近岡店 石川県 金沢市近岡町 358 076-256-5187

花まつ金沢大学付属病院店 石川県 金沢市宝町 13番地1号 076-213-5570

ブランマルシェ　サンピア泉が丘 石川県 金沢市円光寺 2丁目345 076-244-0878

フラワーギフト花ものがたり 石川県 野々市市押越１丁目 ４５－１ 076-246-5567

花まつアルビス小松城南店 石川県 小松市下牧町己1街区 1 0761-23-3987

グリーンフラワー 石川県 小松市京町 45 0761-23-1625

フラワー＆グリーン 美楽園 石川県 白山市博労２丁目 21番 076-274-3787

cue(キュー） 石川県 七尾市小島町 大開地1-78 ベイモール内 0767-58-3399

ブランマルシェかほくトマト店 石川県 かほく市白尾 ニ9-1 大阪屋ショップかほく店内 076-283-7087

peace garden 大分県 大分市浜の市二丁目 2番21号 シーサイド生石1F店舗 097-538-0030

（株）野田麗花園 大分県 大分市長浜町 1丁目3番10号 097-532-0700

花のアトリエ三輪 大分県 大分市中央町2丁目 7-22 097-532-3910

フラワーショップ花咲 大分県 大分市碩田町 3-2-24 097-533-5133

有限会社 石田生花店 大分県 大分市田中町 ２丁目6-18 097-544-1049



Okulete Gommen専用ラッピングペーパー配布店リスト

店舗名 都道府県 住所 電話番号

キクチ種苗株式会社 大分県 大分市豊饒 285-1 097-544-0700

フローリストサトウ 大分県 大分市萩原４丁目 ９番５０号 097-558-4291

有限会社フラワーショップいしばし 大分県 中津市下池永 535 0979-24-0387

㈲池田生花店 大分県 中津市沖代町１丁目 ５-３８ 0979-22-0171

有限会社フラワーショップ辰美園 大分県 別府市天満町 6番29号 0977-23-6087

山田花店 大分県 佐伯市春日町 5番26号 0972-24-0086

はなよし生花店 大分県 日田市本町 8ー7 0973-22-5644

有限会社タケダ花店 山形県 山形市あこや町 2-11 023-623-1722

フラワーショップ花物語　ヤマザワ北町店 山形県 山形市桧町 4-4-21 ヤマザワ北町店内 023-681-2664

花泉 山形県 寒河江市高田三丁目 188番地 0237-86-5234

花の店サンフラワー 山形県 南陽市宮内3037 サンフラワー 0238-473065

フラワーショップ花物語　ヤマザワ新庄店 山形県 新庄市金沢 2033-4 ヤマザワ新庄店内 0233-22-2061

株式会社ファンシーフラワー 山形県 鶴岡市日吉町 2-23 0235-24-1412

フローリスト柴田 山形県 酒田市若竹町一丁目 ５番32号 0234-26-1187

港屋花店 山形県 西村山郡河北町谷地中央三丁目 16-7 0237-72-2346

フラワーショップ花物語　ヤマザワ尾花沢店 山形県 尾花沢市尾花沢字下新田 1403-5 ヤマザワ尾花沢店 0237-24-1460

花むすび 宮崎県 宮崎市下北方町 972-4 0985-41-4387

花アトリエ　フローラ 宮崎県 宮崎市江平西 1-5-43 0985-26-6164

有限会社フラワーギフト明日香 宮崎県 宮崎市佐土原町下田島 10725番地3 0985-73-5733

olive宮崎観光ホテル店 宮崎県 宮崎市松山１丁目 1番１号 宮崎観光ホテル 西館１F 0985-27-1786

株式会社内田生花店 宮崎県 児湯郡高鍋町北高鍋 765 0983-22-4589

フラワーショップ福田 宮崎県 日南市北郷町大藤 521 0987-55-3103

お花屋さんNATURE 富山県 富山市稲荷町 2-2-9 カーサイナリ101 076-431-8787

パケドゥ　富山市民プラザ店 富山県 富山市大手町 6ー14 富山市民プラザ 076-425-7707

大阪屋ショップ 粟島店 富山県 富山市粟島町 ３丁目21-37 076-433-8887

４６４６農園(ヨロヨロノウエン) 富山県 富山市粟島町 1-23-23 076-441-0078

ヒラキストア　野村中央店 富山県 高岡市野村 613-2 0766-25-4187

COUP 富山県 高岡市野村 470 野村ビル１F 0766-25-8787

コノカ+花と緑の雑貨屋さんnicoco　イオンモール高岡店 富山県 高岡市下伏間江 383番地　 イオンモール高岡西館1F ※

花まつ大阪屋ショップ魚津本江店 富山県 魚津市本江一丁目 1番 0765-22-8887

花まつイータウン大島店 富山県 射水市本開発字代官免 11 0766-55-4787

 Brave  flowers 富山県 射水市太閤山 1-7-3 0766-95-4686

花まつ本部 富山県 射水市流通センター水戸田 2-3-1 0766-57-1187

サンキュー 新富店 富山県 砺波市新富町 5-55 0763-33-7087

コノカ  ファボーレ富山店 富山県 富山市婦中町下轡田 165番地の1 　 ファボーレ本館1F 076-461-5187

グリ－ンモ－ル山室店 富山県 富山市山室 226-2 076-493-8738

大阪屋ショップ 太郎丸店 富山県 富山市太郎丸 本町３丁目6-14 076-425-8701

フラワーショップ花みづき　秋田東店 秋田県 秋田市広面字家ノ下 72-3 いとく秋田東店内 018-825-1831

プロステージ花壱番 秋田県 男鹿市船越字前野 19-5 0185-35-3987

フラワーショップ花みづき　サンフェスタ店 秋田県 秋田市外旭川 25 タカヤナギ外旭川店内 018-868-2818

㈱花屋　秋田フラワーセンター 秋田県 秋田市山王二丁目 3番22号 018-823-1241

花徳 秋田県 秋田市八橋新川向 １番３３号 018-863-8709

有限会社花みづき 秋田県 秋田市八橋新川向 9番16号 018-866-9007

フラワーショップかおる 秋田県 秋田市寺内油田 2丁目1番地20号 018-824-1705

花の店　清花 秋田県 大仙市大曲中通町 7-13 0187-62-2223

池田園芸?花結び? 秋田県 大仙市大曲福見町 9-11 0187-62-1365

㈲フラワーショップ牧野 秋田県 由利本荘市美倉町 24番地 0184-24-3077

永沢フラワー 秋田県 能代市西大瀬 22-1 0185-52-5431

花ドーム㈱ 秋田県 大館市大田面 414-4 0186-49-4187

有限会社 アバフローリスト 秋田県 大館市御成町二丁目 1番1号 0186-42-5587

フラワーマーケット花由　丸亀グリーン店 香川県 高松市丸亀町 8-23 087-873-2740

 Flower & Life An's 香川県 高松市瓦町二丁目 11ー4 087-835-0198

株式会社　橋本種苗園 香川県 高松市多賀町 1丁目4-2 087-831-2262

フローリストみつば 香川県 高松市屋島西町 1950-14   087-841-2600

フラワーマーケット花由　イオンモール綾川店 香川県 綾歌郡綾川町萱原 822-1 087-876-8274

フラワーマーケット花由　ゆめタウン高松店 香川県 高松市三条町 608-1 088-664-4187

フラワーマーケット花由　フジグラン丸亀店 香川県 丸亀市川西町南 1280-1 0877-28-2737

有限会社　花はりま 香川県 綾歌郡宇多津町 1405番地3 0877-49-0184

フラワーマーケット花由　フジ志度店 香川県 さぬき市志度 2431-1 087-894-0870

フラワーアートポカラ 和歌山県 和歌山市十三番丁 29 十三番丁ホームズ1階 073-436-7783

GA-EN 和歌山県 和歌山市新八百屋丁 23 073-427-1887

karendoイオンモール和歌山店 和歌山県 和歌山市中字楠谷 573 イオンモール和歌山店 1F 073-453-2602

フラワーパークヨシモト 和歌山県 和歌山市小雑賀 697-1 073-478-0246

花工房シェーンビッテ 和歌山県 和歌山市和歌浦東 3-2-2 ハイツカクト1F 073-446-4187

紀の国ガーデン 和歌山県 有田郡広川町広 648 0737-62-3219

はなのみせフィレンツェ 和歌山県 岩出市清水 485-3 0736-61-5115

第一園芸センター 佐賀県 佐賀市南佐賀2丁目 14-5 0952-23-0878

佐藤生花店 佐賀県 鳥栖市本通町 2-1050-4 0942-82-2457

深山生花店 佐賀県 多久市北多久町小侍 596 0952-75-2334

花のそえじま 佐賀県 佐賀市高木瀬町長瀬 933-4 0952-31-0346

花音 佐賀県 佐賀市兵庫北4丁目 1-5 0952-37-5712

花幸 山梨県 甲府市朝日1丁目 10－1 055-252-6347

HANAICHIーハナイチ 山梨県 甲府市朝日1丁目 10番4号 055-288-0687

Dolce vita 山梨県 甲府市貢川 1-5-63 055-227-5187

花辻 山梨県 甲府市城東2丁目 10番24号 055-233-4396



Okulete Gommen専用ラッピングペーパー配布店リスト

店舗名 都道府県 住所 電話番号

有限会社　ガーデン甲斐 山梨県 甲州市塩山西広門田 45-1 0553-32-0087

ワイプラザグルメ館 松本店 福井県 福井市松本 3-16-57 0776-28-2287

フラワーギフト花屋さん 福井県 福井市松本二丁目 ３番６号 0776-21-0282

フローリストさくら 福井県 福井市米松 1-14-11 0776-54-8287

サンフラワー花栄　勝山サンプラザ店 福井県 勝山市元町 1?7?28 勝山サンプラザ内 0779-87-2226

フローリストさくら敦賀店 福井県 敦賀市平和町 9-10 平口ビル101 0770-47-6087

花まつエスカモール武生楽市店 福井県 越前市横市町 28-14-1 0778-21-0487

花まつヤスサキグルメ館武生南店 福井県 越前市妙法寺町 559 0778-23-8755

花ひろ 福井県 鯖江市旭町1丁目 6番12号 0778-52-4187

花まっメガドンキホーテユニー福井店 福井県 福井市飯塚町第11号 111 0776-33-7887

フラワーマーケット花由　タクト店 徳島県 徳島市南島田町3丁目 55 088-632-7090

フラワーマーケット花由　徳島本町店 徳島県 徳島市徳島本町3丁目 5-1 088-652-8013

フラワーマーケット花由　イオンモール徳島店 徳島県 徳島市南末広町 4-1 088-602-7087

フラワーマーケット花由　マリンピア店 徳島県 徳島市東沖洲2丁目 41-1 088-664-4187

有限会社フラワーショップ慶 徳島県 徳島市西大工町１丁目 13-1 088-653-6012

ポージィｆｌｏｗｅｒｓ 徳島県 徳島市南昭和町４丁目 ４５?６ 088-655-9565

フラワーマーケット花由　フジグラン北島店 徳島県 板野郡北島町鯛浜西ノ須 174 088-698-9887

フラワーマーケット花由　ゆめタウン徳島店 徳島県 板野郡藍住町奥野字東中須 88-11F 088-692-1875

フラワーマーケット花由　セレブ鴨島店 徳島県 吉野川市鴨島町鴨島 151-1 0883-24-2383

フラワ－ショップ光 徳島県 三好市池田町シマ 810-6 0883-72-6671

フラワーマーケット花由　フジグラン石井店 徳島県 名西郡石井町高川原天神 544-1　 フジグラン石井　1階 088-675-0180

みやきた花店 徳島県 三好郡東みよし町加茂 1735-1 0883-82-3183

ポピーフローリスト本店 高知県 高知市愛宕町2丁目 21番11号 088-875-7423

joujou mitsouko（ジュジュミツコ） 高知県 高知市はりまや町２丁目 10番１号 はりまやアルコ 088-880-3230

フローリストJOY 高知県 高知市知寄町１丁目 5-22 フラワーハイツ１F 088-883-5610

フラワーブティック　ラ・フィーユ 島根県 出雲市渡橋町 334-1 0853-24-0087

フラワーショップ　サザンクロス 島根県 大田市大田町大田 ハ131-1 0854-82-9239

花shopふくもと 島根県 浜田市朝日町 1471 0855-22-1187

花の店エムフローラ 島根県 益田市有明町 1-7 0856-22-2044

フラワーショップまつまえ 島根県 鹿足郡吉賀町六日市 924 0856-77-0032

(有)八木谷生花店　西町店 鳥取県 鳥取市西町 1-206 0857-27-3322

(有)八木谷生花店　ハピーマート郡家店 鳥取県 八頭郡八頭町奥谷 214-1 0858-73-0033

ブーケフラワースタジオ 鳥取県 鳥取市田島 647 0857-29-7409

(有)八木谷生花店　駅南店 鳥取県 鳥取市扇町 57-1　 サウスシティ1階 0857-21-1237

(有)八木谷生花店 鳥取県 鳥取市国府町新町2丁目 256 0857-27-3322

くらよし花幸　はなこう 鳥取県 倉吉市東昭和町 139 0858-22-4789


