福岡県

2013年1月現在

〒806-8511 福岡県北九州市八幡西区黒崎 1-1-1 クロサキメイト 4F
北九州市
㈱エヌ・ビー・シー クロサキメイト店
【TEL】093-645-5209 【FAX】093-645-5199
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号
㈱ 三森屋 電気ビル店
【TEL】092-761-4894 【FAX】092-715-4134
〒812-0063 福岡市東区原田1丁目45-14
㈱ 三森屋 本店
【TEL】092-622-7090 【FAX】092-622-7262
福岡市
〒814-0033 福岡市早良区有田 7丁目18-21
坂口文洋堂
【TEL】092-821-5228 【FAX】092-822-8388
〒813-0042 福岡市東区舞松原 2丁目10-7
三浦文具 ㈱
【TEL】092-681-3881 【FAX】092-662-4083
〒822-0027 福岡県直方氏古町10番10号
直方市
合名会社 吉田信平商店
【TEL】0949-22-3245 【FAX】0949-24-3277
〒826-0041 福岡県田川市弓削田７２１－２
田川市
合名会社 石川商店
【TEL】0947-44-3121 【FAX】0947-44-6325
〒834-0034 福岡県八女市高塚253-2
㈱ 伊藤尚文堂
【TEL】0943-23-6153 【FAX】0943-23-6158
八女市
〒834-0031 福岡県八女市本町 532
サカイ文具店
【TEL】0943-22-2283 【FAX】0943-22-5104
〒816-0964 福岡県筑紫野市原田 352-1
筑紫野市
風雅堂 原田店
【TEL】092-920-8155 【FAX】092-920-8156
〒816-0964 福岡県大野城市南ヶ丘 2丁目26-16
大野城市
風雅堂 南ヶ丘店
【TEL】092-596-0725 【FAX】092-596-4303
佐賀県

佐賀市

唐津市
その他

2013年1月現在

〒840-0801 佐賀市駅前中央2丁目8-3
木村文機 本店
【TEL】0952-31-2165
〒840-0015 佐賀市木原2丁目22
木村文機 北川副店
【TEL】0952-20-1800
〒849-0937 佐賀市鍋島1丁目8-7
中島商事 ㈱ 佐賀支店
【TEL】0952-32-1881
〒847-0821 唐津市町田1丁目2746-4
中島商事 ㈱ 唐津支店
【TEL】0955-73-0151
〒849-1207 佐賀県杵島郡白石大字深浦 2685
中島商事 ㈱ 本店
【TEL】0954-65-3971
〒841-0202 佐賀県三養基郡基山町長野荒籠902-1
油 屋 基山店
【TEL】0942-92-7555

長崎県
対馬市

人吉市
荒尾市

【FAX】0952-20-1801
【FAX】0952-32-1888
【FAX】0955-74-6387
【FAX】0954-65-5051
【FAX】0942-92-7555
2013年1月現在

〒817-0322 対馬市美津島鶏知乙387番地11
㈱ 酒井文海堂
【TEL】0920-54-2021

熊本県

熊本市

【FAX】0952-32-5243

【FAX】0920-54-3373
2013年1月現在

〒862-0959 熊本市中央区白山1-9-13
㈱ エス・エス・齊藤 小売部
〒860-0862 熊本市中央区黒髪２－３４－８
(有) 京文堂
〒862-0920 熊本市東区月出3丁目2-1
(有) アマノ トリアス
〒862-0971 熊本市中央区大江 6丁目60-11
(有) ホリジム
〒868-0024 人吉市鶴田町15
㈱ ＢＳ オカモト
〒864-0054 荒尾市大正町２丁目２－２２
(資) 荒尾文具店

【TEL】096-372-5225

【FAX】096-363-7623

【TEL】096-343-5508

【FAX】096-343-5517

【TEL】 096-383-5255 【FAX】096-383-5319
【TEL】096-362-5651

【FAX】096-362-5652

【TEL】0966-22-4311

【FAX】0966-22-4314

【TEL】0968-62-0322

【FAX】0968-62-0325

※敬称略

〒865-0064 玉名市中 1846番地 4
(有) 東京堂
〒869-1602 阿蘇郡高森町高森1591
阿蘇郡
新えびす堂
〒861-3518 上益城郡山都町浜町113
上益城郡
光琳堂
玉名市

【TEL】0968-74-3141

【FAX】0968-74-2831

【TEL】0967-62-0237

【FAX】0967-62-0237

【TEL】0967-72-0129

【FAX】0967-72-3535

大分県
大分市
中津市
日田市
佐伯市
由布市
杵築市
その他

2013年1月現在

〒870-1151 大分市大字市1188
㈱ 出 先
【TEL】097-529-8133
〒871-0716 中津市山国町中摩 3141番地 3
㈱ 菅田新光堂 中津支店
【TEL】0979-27-3701
〒877-0035 日田市日高町 1619-19
ひた スガタ
【TEL】0973-22-1540
〒876-0843 佐伯市中ノ島2丁目1-3
(有) 石松堂
【TEL】0972-23-2277
〒879-5102 由布市湯布院町川上 3075-1
スガタ 湯布院店
【TEL】0977-84-5594
〒873-0008 杵築市大字熊野132-3
きつき文具
【TEL】0978-62-0151
〒879-4412 大分県玖珠郡玖珠町大字山田門出 291-1
株式会社 菅田新光堂
【TEL】0973-72-2145

宮崎県
宮崎市
延岡市
日向市

【FAX】097-541-0959
【FAX】0979-27-3730
【FAX】0973-22-3484
【FAX】0972-22-9397
【FAX】0977-84-5662
【FAX】0978-69-7151
【FAX】0973-72-5558
2013年1月現在

〒880-0805 宮崎市橘通東4丁目6-13
㈱星光商会
〒880-0902 宮崎市大淀 4-5-8
(有) 原田文珠堂
〒882-0044 延岡市博労町 2番地27
㈱ 丸 文
〒883-0046 日向市中町1-38
文具の 勉強堂

【TEL】0985-24-4311

【FAX】0985-28-3247

【TEL】0985-51-2146

【FAX】0985-51-2155

【TEL】0982-33-2774

【FAX】0982-31-2483

【TEL】0982-52-2103

【FAX】0982-52-2104

鹿児島県
〒890-0053 鹿児島市中央町3-22
(有) マルヒデ商会
【TEL】099-258-7221
〒891-0141 鹿児島市谷山中央4丁目4953-5
(有) オーケイ商事
【TEL】099-269-8480
〒890-0053 鹿児島市中央町1番1号 アミプラザ鹿児島4階
CARTOLERIA 鹿児島店
【TEL】099-812-6520
〒890-0052 鹿児島市上之園町9-8
㈱ しんぷく 本社
【TEL】099-254-1131
〒890-0056 鹿児島市下荒田２丁目４０－４
(有) 文誠堂
【TEL】099-259-2414
鹿児島市
〒891-0123 鹿児島市卸本町7-7
文具のしんぷく 卸本町店
【TEL】099-260-2621
〒892-0871 鹿児島市吉野町2321
文具のしんぷく 吉野店
【TEL】099-295-72-1
〒890-0005 鹿児島市下伊敷1-38-2
文具のしんぷく 伊敷店
【TEL】099-213-9380
〒890-0052 鹿児島市上之園町9-8
文具のしんぷく 本店
【TEL】099-254-1135
〒890-0045 鹿児島市武3丁目11-5
(有) トップ商事
【TEL】099-256-3218

2013年1月現在

【FAX】099-258-7220
【FAX】0992-269-8481
【FAX】099-296-1112
【FAX】099-254-1414
【FAX】099-256-7018
【FAX】099-296-1163
【FAX】099-295-7202
【FAX】099-213-9370
【FAX】099-254-1136
【FAX】099-256-6148

鹿児島市

鹿屋市

枕崎市
阿久根市
出水市
指宿市

薩摩川内市

日置市
霧島市
志布志市
奄美市
南九州市
伊佐市

その他

〒890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原２丁目４４－７
有限会社 シモタシロ
【TEL】099-252-2892
〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町４－５
有限会社 渕上事務器
【TEL】099-227-1234
〒890-0073 鹿児島市宇宿 ２丁目３－５
ブックスミスミ オプシア
【TEL】099-813-7012
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田２丁目２－１６
株式会社 はやま
【TEL】099-252-2151
〒893-0063 鹿児島県鹿屋市新栄町１４－１２
有限会社 三昧堂商事 鹿屋店
【TEL】0994-44-3380
〒893-0013 鹿屋市札元 １－２４－５
森山事務機販売㈱ 札元店
【TEL】0994-43-2660
〒893-0014 鹿屋市寿３丁目２７号
吉満文具事務機 有限会社
【TEL】0994-44-0808
〒898-0012 枕崎市千代田町４４
ぶんぐ
【TEL】0993-72-4506
〒899-1616 阿久根市栄町 ９１
山口紙店
【TEL】0996-72-1001
〒899-0205 出水市本町１２－８
有限会社 共和文機
【TEL】0996-62-1385
〒891-0402 指宿市十町２３９
有限会社 米永書店
【TEL】0993-22-3061
〒895-0061 薩摩川内市御陵下町3751-5
(有) ホシカワ
【TEL】0996-23-4567
〒895-0076 薩摩川内市大小路町８－１５
株式会社 文友社
【TEL】0996-22-4624
〒895-0021 薩摩川内市向田本町14番7号
株式会社 大黒紙店 本店 【TEL】0996-22-6125
〒899-3301 県日置市吹上町中原２８３８
有限会社 原田屋
【TEL】099-296-2046
〒899-4300 県霧島市国分中央４丁目１５番１２号
㈱しんぷく 国分営業所
【TEL】0995-47-7302
〒899-7103 志布志市志布志町志布志３－１０－５
有限会社 三昧堂商事 志布志店
【TEL】0994-72-1466
〒894-0027 奄美市名瀬末広町8-13
㈱ 東京堂
【TEL】0997-52-0403
〒894-0027 奄美市名瀬末広町２－２
有限会社 のせ文具
【TEL】0997-52-0421
〒891-0702 南九州市頴娃町牧の内3000
㈱ 文泉堂
【TEL】0993-36-0028
〒895-2512 伊佐市大口元町 １９－３
(有) 松山紙店
【TEL】0995-22-0219
〒891-7101 大島郡徳之島町亀津７６４６－２
大船文具店
【TEL】0997-82-2028
〒894-1504 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋春日
喜入文具店
【TEL】0997-72-0207
〒891-6201 鹿児島県大島郡喜界町赤連２６５０－１
銀座書店
【TEL】0997-65-0075
〒891-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花３７－１
有限会社 香文堂
【TEL】0997-97-2240
〒891-9213 鹿児島県大島郡知名町瀬利覚２０８８－３
システム・ラボ
【TEL】0997-81-5010
〒891-7612 鹿児島県大島郡天城町平土野３２－１２
有限会社 きゅらしま館
【TEL】0997-85-2040

【FAX】099-252-2966
【FAX】099-227-1242
【FAX】099-812-7272
【FAX】099-252-2146
【FAX】0994-44-7966
【FAX】0994-44-2137
【FAX】0994-44-5983
【FAX】0993-72-4718
【FAX】0996-72-0249
【FAX】0996-63-8471
【FAX】0993-22-5257
【FAX】0996-20-2363
【FAX】0996-22-4852
【FAX】0996-20-3575
【FAX】099-296-2930
【FAX】0995-47-7303
【FAX】0994-73-1818
【FAX】0997-54-1091
【FAX】0997-52-1019
【FAX】0993-36-3028
【FAX】0995-227579
【FAX】0997-82-2028
【FAX】0997-72-0207
【FAX】0997-65-3276
【FAX】0997-97-4715
【FAX】0977-81-5010
【FAX】0997-85-5023

2013年1月現在

その他

〒891-9112 鹿児島県大島郡和泊町和泊５８８－１０
たまり文具店
【TEL】0997-92-0055
〒894-1508 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋松江１０－１４
有限会社 丸山文具店
【TEL】0997-72-0218
〒891-8201 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙２６６１
株式会社 はくぶんしゃ
【TEL】0997-86-2185
〒894-1504 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋春日３－１４
有限会社 松屋
【TEL】0997-72-0103
〒891-4205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦９９番地
有限会社 文昌堂
【TEL】0997-42-0463
〒899-1401 鹿児島県出水郡長島町鷹巣３８０７－２
文具のいわした
【TEL】0996-86-0260
〒891-4311 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房１４５番地
有限会社 泊書店
【TEL】0997-46-3111
〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地１０６４
有限会社 林田紙商店
【TEL】0996-53-0104

沖縄県
〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客 1丁目 1-6
宜野湾市
㈱ 善林堂
【TEL】098-878-6565

【FAX】0997-92-2641
【FAX】0997-72-0218
【FAX】0997-86-2185
【FAX】0997-72-3578
【FAX】0997-42-0463
【FAX】0996-86-0283
【FAX】0997-46-3112
【FAX】0996-52-1420

2013年1月現在

【FAX】098-878-6932

