
弊社商品は以下の販売店様からお求めできます。（敬称略）
得意先名 住所 電話番号 アドレス

アウトドア商品
株式会社 　⾚赤 　尾 〒550-‑0013 06-‑6532-‑4131 http://www.akao-co.co.jp/pages/public_html/

1 ⼤大阪府⼤大阪市⻄西区新町4-‑13-‑1
有限会社 　アキオ企画 〒203-‑0002 042-‑478-‑8167 http://item.rakuten.co.jp/akio/c/0000000134/

2 〒東京都東久留⽶米市神宝町2丁⽬目1-‑4 http://store.shopping.yahoo.co.jp/imanando/c9f7c2aeb7.html

株式会社 　アイガーツール 〒955-‑0081 0256-‑32-‑4071 http://www.eigertool.com/gaiyou.html

3 新潟県三条市東裏館2-‑17-‑24
株式会社 　オクトス 〒501-‑3928 0575-‑22-‑0713 http://www.octsweb.com

4 岐⾩阜県関市⻄西⽥田原924
マップショップ 　株式会社 〒060-‑0042 011-‑640-‑8420 http://www.mapshop.co.jp

5 〒北海道札幌市中央区⼤大通⻄西18丁⽬目1-‑40
株式会社 　エフティーサポート 〒115-‑0051 03-‑6454-‑9200 http://ft-support.com

6 東京都北区浮間3-‑30-‑1
株式会社 　久永 　関東⽀支店 〒338-‑0832 050-‑3820-‑8930 http://www.kk-hisanaga.com/

7  　 　 　 　 　 　 　 　 　パートナー事業部 埼⽟玉県さいたま市桜区⻄西堀3丁⽬目21-‑23
福徳産業 　株式会社 〒720-‑0017 084-‑955-‑0806 http://fukutoku-sangyo.co.jp

8 広島県福⼭山市千⽥田町2-‑44-‑14
⼀一般財団法⼈人ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 〒113-‑0033 03-‑5805-‑2638 http://www.scout.or.jp/scoutshop/index.html

9 東京都⽂文京区本郷1-‑34-‑3
株式会社 　カネデン 140-‑0013 03-‑3766-‑1701 http://www.akaricenter.com/

10 東京都品川区南⼤大井3-‑17-‑1
株式会社 　コノエ測量事業部 　東京 〒155-‑0033 03-‑3795-‑2221 http://www.konoe.co.jp/company/konoe/map/s_tokyo.html

11 東京都世⽥田⾕谷区代⽥田1-‑1-‑13
株式会社 　きいすとん 〒617-‑0856 075-‑959-‑9095 http://www.rope-access.co.jp/

12 京都府⻑⾧長岡京市⾦金ケ原北裏27
キンパイ商事 　株式会社 〒532-‑0004 06-‑6396-‑6451 http://kinpai.jp/

13  　 　 　 　 　 　 　 　防災事業部 ⼤大阪府⼤大阪市淀川区⻄西宮原2-‑1-‑3 　SORA新⼤大阪21・1401室
加藤商事 　有限会社 〒070-‑0014 0166-‑23-‑4522 http://itp.ne.jp/shop/KN0100060500207101/

14 北海道旭川市新星町1006
株式会社 　マイゾックス 〒480-‑1111 0561-‑62-‑8031 http://www.myzox.co.jp

15 愛知県⻑⾧長久⼿手市⼭山越401
公益社団法⼈人 　⽇日本ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会 〒150-‑0041 03-‑3467-‑4548 http://www.orienteering.or.jp

16 東京都渋⾕谷区神南1-‑1-‑1 　岸記念体育館内
株式会社 　ノーベルアームズ 〒150-‑0047 03-‑6416-‑8902 http://www.novelarms.co.jp

17 東京都渋⾕谷区神⼭山町2-‑8 　三⽊木ビル2F
株式会社 　泉州 　IV事業部 〒546-‑0014 06-‑6698-‑3644 http://www.senjin.net/

18 ⼤大阪府⼤大阪市東住吉区鷹合1-‑3-‑31
株式会社 　ランドアート 〒899-‑5652 0995-‑65-‑2162 http://www.land-art.co.jp

19 ⿅鹿児島県姶良市平松7233
株式会社 　ランドアート 〒735-‑0027 082-‑284-‑6031 http://www.land-art.co.jp

20  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　広島営業所 広島県安芸郡府中町千代1-‑10201号
株式会社 　ランドアート 〒532-‑0003 06-‑6391-‑6153 http://www.land-art.co.jp

21  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　⼤大阪営業所 ⼤大阪府⼤大阪市淀川区宮原3-‑3-‑3 　ﾋﾞｸﾄﾘｱﾋﾞﾙ6F
有限会社 　スポーツダイアリー 〒458-‑0825 052-‑693-‑8600 http://www.sports-diary.com

22 愛知県名古屋市緑区左京⼭山104 　加福ﾋﾞﾙ左京⼭山3F
株式会社 　ジャパンクリエイトワークス 〒160-‑0004 03-‑6380-‑4844 http://www.jcw.co.jp

23 東京都新宿区四⾕谷4-‑3 　四⾕谷ﾄｰｾｲﾋﾞﾙ6F
タナックス 　株式会社 〒270-‑0151 04-‑7150-‑2450 http://www.tanax.co.jp/bicycle/index.html

24 千葉県流⼭山市後平井107-‑3
株式会社 　太平産業 　東京⽀支所 〒103-‑0024 03-‑5649-‑3181 http://www.sk-taihei.co.jp

25 東京都中央区⽇日本橋⼩小⾈舟町6-‑3 　SKTﾋﾞﾙ
株式会社 　太平産業 　⼤大阪営業所 〒541-‑0057 06-‑6262-‑2366 http://www.sk-taihei.co.jp

26 ⼤大阪府⼤大阪市中央区北久宝寺町2-‑3-‑15 　SKTﾋﾞﾙ
株式会社 　太平産業 　名古屋営業所 〒460-‑0017 052-‑324-‑0015 http://www.sk-taihei.co.jp

27 愛知県名古屋市中区松原1-‑6-‑8 　SKTﾋﾞﾙ
株式会社 　⽵竹⾕谷商事 〒545−－0032 06−－6661−－6946 http://www.taketani.co.jp/

28 ⼤大阪府⼤大阪市阿倍野区晴明通2−－20

マリン⽤用品
エンドウ船具 〒536-‑0014 06-‑6964-‑3560

29 ⼤大阪府⼤大阪市城東区鴫野⻄西5-‑2-‑4 　
油壺ボートサービス 　株式会社 〒238-‑0225 046-‑882-‑6543 http://www.aburatsubo.com

30 神奈川県三浦市三崎町⼩小網代1219
イトガヨットサービス 〒248-‑0016 0467-‑22-‑5398

31 神奈川県鎌倉市⻑⾧長⾕谷2-‑2-‑36
株式会社 　アクティブマリン 〒232-‑0061 045-‑731-‑1653 http://www.activemarine.jp

32 神奈川県横浜市南区⼤大岡1-‑34-‑2
岡崎造船 　株式会社 〒761-‑4145 0879-‑67-‑2016 http://www.okazakizosen.co.jp

33 ⾹香川県⼩小⾖豆郡⼟土庄町⼤大部甲338
重須ヨットハウス 〒410-‑0225 055-‑941-‑3456 http://www4.tokai.or.jp/yacht.house

34 静岡県沼津市内浦重須637-‑5
株式会社 　デルタマリン 〒733-‑0036 082-‑234-‑1888 http://www.deltamarine.co.jp

35 広島県広島市⻄西区観⾳音新町4-‑14-‑6
フレンドマリンサービス 　株式会社 〒238-‑0312 046-‑853-‑0853 http://www.friends-marine.co.jp

36 神奈川県横須賀市⼭山科台10-‑8



株式会社 　葉⼭山マリーナ 　 〒240-‑0112 046-‑875-‑2670 http://www.hayamamarina.com

37  　 　 　 　 　 　 　 　 　マリーナ事業部 神奈川県三浦郡葉⼭山町堀内50-‑2
有限会社 　フットヨットシステムズ 〒470-‑0162 0561-‑38-‑2311

38 愛知県愛知郡東郷町春⽊木⼩小坂61  (株)プロコ 　気付
有限会社 　ファストネット 〒443-‑0014 0533-‑59-‑8299 http://www.fastnet-jp.com

39 愛知県蒲郡市海陽町2-‑1(ﾗｸﾞﾅﾏﾘｰﾅ内）
ハナコーポレーション 　有限会社 〒236-‑0007 045-‑773-‑4928 http://hana-marine.jp

40 神奈川県横浜市⾦金沢区⽩白帆4-‑3
有限会社 　北欧産業 〒047-‑0007 0134-‑32-‑3911 http://www.hokuo-yacht.net

41 北海道⼩小樽市港町4-‑5
有限会社 　ケープフィールド 〒252-‑1114 0467-‑78-‑8700 http://capefield.sakura.ne.jp

42 神奈川県綾瀬市上⼟土棚南3-‑13-‑31
株式会社 　舵社 　⽤用品事業部 〒232-‑0015 045-‑731-‑8751 http://www.kazi.co.jp/goods/seaplaza/shop.html

43  　 　 　 　 　 　 　 　 　カジシープラザ 神奈川県横浜市南区共進町3-‑74
カラットマリン 〒047-‑0008 0134-‑25-‑3227 http://caratsys.main.jp

44 北海道⼩小樽市築港5-‑2
株式会社 　ＴＲＡＭ 〒819-‑0046 092-‑881-‑6123 http://tramjapan.com/

45 福岡県福岡市⻄西区⻄西の丘3-‑23-‑3
有限会社 　海遊社 〒413-‑0102 0557-‑68-‑3456 http://www.kai-you.com

46 静岡県熱海市下多賀1401-‑11
マリンサービス児嶋 　株式会社 〒236-‑0003 045-‑790-‑3581 http://www.mskojima.co.jp

47 神奈川県横浜市⾦金沢区幸浦2-‑1-‑12
マリンサービス児嶋 　株式会社 〒236-‑0007 045-‑770-‑5611 http://www.mskojima.co.jp

48  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ベイサイド店 神奈川県横浜市⾦金沢区⽩白帆4-‑3
有限会社 　マリンデザインシステム 〒232-‑0023 045-‑242-‑2450 http://www.ichiroyokoyama.com

49 神奈川県横浜市南区⽩白妙町4-‑42-‑3 　207
株式会社 　マリーンテック 〒819-‑0001 092-‑882-‑2618 http://www.marinetech.jp

50 福岡県福岡市⻄西区⼩小⼾戸3-‑58  -‑1 　福岡市⺠民ﾊｰﾊﾞｰ内
株式会社 　マリコム東海 〒410-‑0103 055-‑939-‑1426

51  　 　 　 　 　 　 　 　 　ヤマハマリーナ沼津 静岡県沼津市江浦514番地 http://www.y-m-numazu.jp/company/

株式会社 　マリコム東海 〒431-‑0411 053-‑578-‑1114
52  　 　 　 　 　 　 　 　ヤマハマリーナ浜名湖 静岡県湖⻄西市⼊入出字⻑⾧長者1380 http://www.y-m-h.co.jp/

有限会社 　マリンサービス⻘青⽊木 〒759-‑6316 083-‑774-‑3436
53 ⼭山⼝口県下関市豊浦町室津下1458-‑1 http://itp.ne.jp/shop/KN3500060700144876/

中村船具⼯工業 　株式会社 〒232-‑0072 045-‑713-‑5481 http://www.nakasen1009.jp

54 神奈川県横浜市南区永⽥田東3-‑6-‑15
ニッコー機材 　株式会社 〒729-‑0141 0848-‑47-‑1234 http://www.nikko-kizai.com/marine

55  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　マリン事業部 広島県尾道市⾼高須町5702
株式会社 　ノースセールジャパン 〒662-‑0934 0798-‑26-‑7771 http://www.northsails.com

56 兵庫県⻄西宮市⻄西宮4-‑16-‑2 　新⻄西宮ヨットハーバー内
ナガノヨットサービス 〒238-‑0315 0468-‑56-‑9372

57 神奈川県横須賀市林4-‑774
ニュージャパンヨット 　株式会社 〒421-‑0502 0548-‑54-‑0221 http://www.njy.co.jp

58 静岡県牧之原市⽩白井7-‑9
三洋商事 　株式会社 〒104-‑0033 03-‑3551-‑8151 http://sanyotrading.jp

59 東京都中央区新川1-‑17-‑25 　東茅場町有楽ﾋﾞﾙ
セーリングスポット冨貴 〒470-‑2531 0569-‑73-‑4518 http://www.navitime.co.jp/poi?spt=00011.050648412

60 愛知県知多郡武豊町冨貴北側75-‑1
三洋商事 　株式会社 　⾨門司⽀支店 〒801-‑0852 093-‑321-‑0584 http://sanyotrading.jp

61 福岡県北九州市⾨門司区港町5-‑5
三洋商事 　株式会社 　東京⽀支店 〒210-‑0826 044-‑280-‑1900 http://sanyotrading.jp

62  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　横浜事務所 神奈川県川崎市川崎区塩浜2-‑18-‑16
三洋商事 　株式会社 　⼤大阪⽀支店 〒550-‑0014 06-‑6538-‑3201 http://sanyotrading.jp

63 ⼤大阪府⼤大阪市⻄西区北堀江4-‑5-‑7
三洋商事 　株式会社 　神⼾戸⽀支店 〒652-‑0806 078-‑651-‑4721 http://sanyotrading.jp

64 兵庫県神⼾戸市兵庫区⻄西柳原町3-‑16
三洋商事 　株式会社 　福岡⽀支店 〒812-‑0069 092-‑626-‑0700 http://sanyotrading.jp

65 〒福岡県福岡市東区郷⼝口町8-‑27
セントラル 　株式会社 〒292-‑0831 0438-‑23-‑2091 http://central-boat.co.jp

66 千葉県⽊木更津市富⼠士⾒見3-‑1-‑22
シップチャンドラー野⾒見⼭山 〒819-‑0001 092-‑892-‑3026 http://www.shipchandler-japan.com/

67 福岡県福岡市⻄西区⼩小⼾戸3丁⽬目58-‑1 　福岡市ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ内
ＳＥＡ企画 　株式会社 〒123-‑0862 03-‑3857-‑5971 http://www.sea-kikaku.co.jp

68 東京都⾜足⽴立区⽫皿沼2-‑8-‑10
株式会社ｾｲﾙｽ・ﾊﾞｲ・ﾜｯﾂ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 〒238−－0233 046-‑882-‑5451 http://www.wattsmarine.jp

69 神奈川県三浦市向ケ崎町8−－40
株式会社 　セイルマート 〒240−－0108 0468-‑55-‑5858 http://www.sailmart.co.jp

70 神奈川県横須賀市佐島の丘2-‑8-‑14
有限会社 　ＣＩマリーン 〒239-‑0841 0468-‑48-‑9660 http://itp.ne.jp/shop/KN1400060700914378/

71 神奈川県横須賀市野⽐比2-‑30-‑16
株式会社 　ティセーリングシステム 〒662-‑0934 0798-‑36-‑3255 http://www.tsailing.com

72 兵庫県⻄西宮市⻄西宮浜4-‑14-‑2
株式会社 　トキエンタープライズ 〒238-‑0225 0468-‑82-‑1804 http://www.tokiep.com

73 神奈川県三浦市三崎町⼩小網代1287
東京船舶電機 　株式会社 〒101-‑0021 03-‑3251-‑7709 http://www.tokyosenpaku.com

74  　 　 　 　 　 　 　 　 　マリーン事業部 東京都千代⽥田区外神⽥田4-‑5-‑4 　⻲亀松ﾋﾞﾙ１Ｆ
⽥田中産業 　株式会社 〒104-‑0041 03-‑3551−－2461 http://www.onze1852.co.jp

75 東京都中央区新富2-‑12-‑4
有限会社 　⼭山下ボートサービス 〒238-‑0225 0468-‑81-‑2020 http://loco.yahoo.co.jp/place/g-VFKq_q2I2gw/map/

76 神奈川県三浦市三崎町⼩小網代1240-‑1


