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北海道

サービス 

カウンター

認定リセラー及

び認証コード
住所 営業時間 電話番号

WeChat 

QRコード

札幌店

⽥邊商事株式会

社 
JP1907TN009

〒060-0063 北海道札幌
市中央区南3条⻄4-12-1 
MEGAドン･キホーテ 札
幌狸⼩路本店6F

⽉曜⽇－⼟曜⽇10:00-

19:00 

定休⽇：⽇曜⽇、祝祭

⽇

080-9082-6668

  

関東地域

サービス 
カウンター

認定リセラー及

び認証コード
住所 営業時間 電話番号

WeChat 
QRコード

新宿店
翔洋株式会社 
JP1809SY001

〒160-0021  
東京都新宿区歌舞伎町

2-19-13

⽉曜⽇－⽇曜⽇ 18:00-

21:00

7/22（⽊） 臨時休業

03-6661-8555

浅草店
翔洋株式会社 
JP1809SY002

〒111-0033  
東京都台東区花川⼾2-
20-8

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 10:00-

13:00
03-6661-8555

銀座店
翔洋株式会社 
JP1809SY003

〒104-0061 
東京都中央区銀座3丁
⽬11-5 第⼆中⼭ビル1
階

⽉曜⽇－⽇曜⽇、祝祭

⽇ 15:00‒20:30
03-6661-8555

池袋店
ロンス株式会社 
JP1912RS001

〒171-0014  
東京都豊島区池袋4-1-7
アポロ池袋ビル1階

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 10:00-

18:00  

⼟曜⽇ 11:00-18:00 

定休⽇：⽇、祝祭⽇

03-5944-8183

御徒町駅 

北⼝店 

翔洋株式会社 
JP1809SY004

〒110-0005  
東京都台東区上野6-1-
6-103 MARUKI

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 11:00-

16:00  

定休⽇：⼟⽇、祝祭⽇

03-6661-8555

墨⽥店 

（倉庫）

翔洋株式会社 
JP1809SY005

〒131-0042  
東京都墨⽥区東墨⽥3-
14-10

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 10:00-

16:00  

定休⽇：⼟⽇、祝祭⽇

03-6661-8555

⼤森店 
（倉庫）

⽥邊商事株式会

社 
JP1907TN005

〒143-0006 
東京都⼤⽥区平和島5-
5-21 1F

⽉曜⽇－⼟曜⽇ 10:00-

19:00 

定休⽇：⽇曜⽇、祝祭

⽇ 

090-3116-6668

⻲有店
翔洋株式会社 
JP1809SY011

〒125-0061 
東京都葛飾区⻲有3-20-
4 1F

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 13:30-

17:00 

定休⽇：⼟⽇、祝祭⽇

03-6661-8555
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スカイツリ

ー店

翔洋株式会社 
JP1809SY012

〒131-0033 
東京都墨⽥区向島3-34-
5 北⽃ビル1F

⽉曜⽇－⽔曜⽇、⼟⽇

祝祭⽇ 

10:00-19:00

定休⽇：⽊曜⽇、⾦曜

⽇

03-6661-8555

⽥端店

LDB池袋株式会
社 
JP1912RS003

〒114-0012 
東京都北区⽥端新町1-
26-1 EASE HOUSE 1F

⽉曜⽇－⼟曜⽇ 10:00-

19:00 

定休⽇：⽇曜⽇、祝祭

⽇

090-9688-1303

千葉店
翔洋株式会社 
JP1809SY008

〒262-0025 
千葉県千葉市花⾒川区

花園2-9-7-102

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 10:00-

15:00 

定休⽇：⼟⽇、祝祭⽇

03-6661-8555  

千葉船橋店

⽥邊商事株式会

社 
JP1907TN003

〒274-0806 
千葉県船橋市⼆和⻄5-
18

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 10:00-

18:00 

定休⽇：⼟⽇、祝祭⽇

047-401-1948

船橋浜町店
翔洋株式会社 
JP1809SY013

〒273-0012 
千葉県船橋市浜町1-36-
13 浜町ハイツ101

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 10:00-

16:00 

定休⽇：⼟⽇曜⽇、祝

祭⽇

03-6661-8555

横浜全⽇商

店

株式会社パスト

ラル 
JP2007PS001

〒231-0037 
神奈川県横浜市中区富

⼠⾒町1-2今⼀ビル106 

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 10:00-

18:00  

定休⽇：⼟⽇、祝祭⽇

045-325-8958

川崎店
翔洋株式会社 
JP1809SY016

〒212-0016 
神奈川県川崎市幸区南

幸町2-54 第⼀KSマン
ション101

⽉曜⽇-⽇曜⽇ 10:00-

19:00
03-6661-8555

⻄川⼝店
株式会社百合亭 
JP1905YR015

〒335-0003 
埼⽟県蕨市南町3-4-11 
プライムシティ蕨101

⽉曜⽇－⼟曜⽇、祝祭

⽇ 10:00-19:00 

定休⽇：⽇曜⽇

48-278-2219

北浦和（倉

庫）

株式会社NC通商
（利達轉運） 
JP2101NC001

〒330-0043  
埼⽟県さいたま市浦和

区⼤東1-33-12

⽉曜⽇－⼟曜⽇ 10:00-

19:00  

定休⽇：⽇曜⽇

048-789-7326

蕨店

株式会社NC通商
（利達轉運） 
JP2101NC002

〒335-0001 
埼⽟県蕨市北町1-4-19-
103

⽕曜⽇－⽇曜⽇ 10:00-

19:00  

定休⽇：⽉曜⽇

048-229-0181

筑波⼤学店

LDB池袋株式会
社 
JP1912RS005

〒305-0005  
茨城県つくば市天久保

1-6-15細⽥ビルE-101

⽕曜⽇－⼟曜⽇ 11:00-

17:00 

定休⽇：⽉曜⽇、⽇曜

⽇、祝祭⽇

02-9811-6589

  

中部地域

サービス 
カウンター

認定リセラー及

び認証コード
住所 営業時間 電話番号

WeChat 
QRコード

名古屋店

株式会社Grand
A 
JP1909GA001

〒466-0854 
愛知県名古屋市昭和区

広路通6-3 服部ビル1F

⽉曜⽇－⼟曜⽇ 10:00-

19:00 

定休⽇：⽇曜⽇、祝祭

⽇

052-211-7560

V‧drug広
⼩路栄店

株式会社Grand
A 
JP1909GA002

〒460-0003 
愛知県名古屋市中区錦

3-22-20 V‧drug店内

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 12:00-

20:00 

定休⽇：⼟⽇曜⽇、祝

祭⽇

052-211-7560

⼤曾根店

株式会社Grand
A 
JP1909GA005

〒462-0825 
愛知県名古屋市北区⼤

曽根2-8-54リルオズモ
ール1階B室

⽉曜⽇－⼟曜⽇ 10:00-

19:00 

定休⽇：⽇曜⽇、祝⽇

052-211-7560

岐⾩店

株式会社Grand
A 
JP1909GA003

〒500-8175 
岐⾩県岐⾩市⻑住町2-
10-3 星光中国物産

⽉曜⽇－⽇曜⽇、祝祭

⽇ 12:00-18:00
052-211-7560



三重津店
株式会社GrandA 
JP1909GA004

〒514-0027 
三重県津市⼤⾨5-2 フ
ェニックス通りアサヒ

ビル1階

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 09:00-

17:30 

定休⽇：⼟⽇曜⽇、祝

祭⽇

052-211-7560

 

関⻄地域

サービス 
カウンター

認定リセラー及

び認証コード
住所 営業時間 電話番号

WeChat 
QRコード

船場中央店

株式会社⼤江

(OCC) 
JP1904DK001

〒542-0055 
⼤阪市中央区船場中央

3-1-7船場センタービル
7号館102号

本店は臨時休業とさせ

ていただきます。再開

の⽇程は未定です。

06-6563-7735

東⼼斎橋 

⻄濃店

翔洋株式会社 
JP1809SY009

〒542-0083 
⼤阪府⼤阪市中央区東

⼼斎橋1丁⽬6-6 サザン
コート東⼼斎橋

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 18:00-

22:00 

⼟⽇祝 13:00-22:00

03-6661-8555

島之内店 

（特約店）

⽥邊商事株式会

社 
JP1907TN002

〒542-0082 
⼤阪府⼤阪市中央区島

之内2-12-17

⽉曜⽇－⼟曜⽇、祝祭

⽇ 10:00〜19:00 

定休⽇：⽇曜⽇

080-2879-1901 

⼤国町店 

（倉庫）

⽥邊商事株式会

社 
JP1907TN006

〒556ー0014
⼤阪府⼤阪市浪速区⼤

国2-18-13 サンシャイ
ン⼤国1F

⽉曜⽇－⼟曜⽇ 10:00-

19:00 

定休⽇：⽇曜⽇、祝祭

⽇

090-9081-6668

⼤正店（倉

庫）

翔洋株式会社 
JP1809SY007

〒551-0001 
⼤阪府⼤阪市⼤正区三

軒家⻄3-4-32

⽉曜⽇－⼟曜⽇、祝祭

⽇10:00-19:00 

定休⽇：⽇曜⽇

03-6661-8555

今福店

⼤熊物産株式会

社 
JP1809OK003

〒 536-0003 
⼤阪府⼤阪市城東区今

福南4－1－13

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 9:00-

18:00 

定休⽇：⼟⽇曜⽇、祝

祭⽇

090-1890-8528

神⼾店

⽥邊商事株式会

社 
JP1907TN004

〒658-0032 
兵庫県神⼾市東灘区向

洋町中1-17 Aisa One
Center 1F

⽉曜⽇－⼟曜⽇ 08:00-

17:00 

定休⽇：⽇曜⽇、祝祭

⽇

090-8160-6368

京都店

⽥邊商事株式会

社 
JP1907TN008

〒612-8412 
京都府京都市伏⾒区⽵

⽥中川原町1-3 ポピッ
トハイム

⽉曜⽇－⼟曜⽇ 10:00-

19:00 

定休⽇：⽇曜⽇、祝祭

⽇

090-2175-6668

 

九州地域

サービス 
カウンター

認定リセラー及

び認証コード
住所 営業時間 電話番号

WeChat 
QRコード

福岡南区店
株式会社百合亭 
JP1905YR002

〒815-0033  
福岡県福岡市南区⼤橋

2-3-16

⽉曜⽇－⽇曜⽇、祝祭

⽇ 12:00-20:00
080-3224-8999

福岡東区店
株式会社百合亭 
JP1905YR003

〒813-0043  
福岡県福岡市東区名島

3-29-13

⽉曜⽇－⼟曜⽇、祝祭⽇

11:30-20:30  

定休⽇：⽇曜⽇

6/1ー6/30  臨時休業

090-9609-3139

福岡博多駅

店

株式会社百合亭 
JP1905YR004

〒812-0016  
福岡県福岡市博多区博

多駅南4-4-17 第5博多
IRBLD501号

⽉曜⽇－⼟曜⽇ 10:00-

18:00  

定休⽇：⽇曜⽇、祝祭⽇

092-260-9997

福岡春⽇店
株式会社百合亭 
JP1905YR009

〒816-0825 
福岡県春⽇市伯⽞町2-
46-2

⽉曜⽇－⽇曜⽇、祝祭⽇

11:00-20:00
090-8023-8999

福岡中央区

店

株式会社百合亭 
JP1905YR010

〒810-0012 
福岡市中央区⽩⾦2丁⽬
12-21 ⽴部ビルII 1F

⽉曜⽇－⽇曜⽇、祝祭⽇

10:00-23:00
092-710-8445



福岡空港

best店
株式会社百合亭 
JP1905YR011

〒812-0892 
福岡県福岡市博多区東

那珂2-31-1-3F

本店は臨時休業とさせて

いただきます。再開の⽇

程は未定です。

090-9496-5410

福岡箱崎店

⽥邊商事株式会

社 
JP1907TN007

〒812-0053 
福岡県福岡市東区箱崎

1-26-24

⽉曜⽇－⼟曜⽇、祝祭

⽇：10:00-20:00 

定休⽇：⽇曜⽇

090-8919-9555

  

沖縄地域

サービス 
カウンター

認定リセラー及

び認証コード
住所 営業時間 電話番号

WeChat 
QRコード

那覇牧志店
株式会社百合亭 
JP1905YR007

〒900-0013 
沖縄県那覇市牧志2‐
17‐2あきひろビル2F

⽉曜⽇－⾦曜⽇、祝祭

⽇：10:00-18:00 

定休⽇：⼟⽇曜⽇

090-8407-6888

那覇安⾥店
株式会社百合亭 
JP1905YR008

〒900-0013 
沖縄県那覇市安⾥101
丸京⼯芸ビル201

⽉曜⽇－⽇曜⽇、祝祭

⽇ 10:00-18:00
098-943-7038

那覇安謝店
株式会社百合亭 
JP1905YR013

〒900-0003 
沖縄県那覇市安謝2-4-7
モリビル2F

⽉曜⽇－⾦曜⽇ 

10:00-17:00 

定休⽇：⼟⽇曜⽇、祝

祭⽇

098-975-5177

 

備考：

1．⼀部の指定サービスカウンターは商⽤貨物と個⼈貨物の両⽅の出荷を受け⼊れ可能ですが、サービスカウンターは原則として

個⼈貨物の出荷のみをお受け致します。指定サービスカウンターを訪問する前に、以下のWeChatのQRコードをスキャンしてご

確認いただけますようお願い致します。 

2．指定サービスカウンターでは、カウンターまでお持ち込みいただいたお荷物のみを取扱いしております。お客様は、お荷物を

梱包し（封印しないでください）、購⼊時の領収書やスクリーンショットなどをご持参ください。  

3．指定サービスカウンターでは、輸出貨物が着払いの場合はお受けできませんので、ご了承ください。  

4．指定サービスカウンターでは、⽇本への輸⼊貨物の受け渡しと保管サービスは提供しておりません。万が⼀、サービスカウン

ターへ個別の荷物を発送されて、紛失などのリスクが発⽣した場合には、お客様の⾃⼰負担となりますので、あらかじめご了承

ください。 

５. 指定サービスカウンターでは、弊社アカウントをお持ちのお客様からの貨物はお受けできません。弊社アカウントをお持ちの

お客様は直接SFエクスプレス、⼜は各営業担当者にご連絡をお願い致します。
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