
リエンダーハイチェアセットプライスキャンペーン開催店舗

都道府県 店舗名 住所 電話

北海道 カンディハウス札幌 札幌市中央区双子山4-1-10 011-511-0303　
丸井今井 札幌本店　（大通館） 札幌市中央区南一条西2丁目11番地　８F 011-205-1151

青森 ＵＳＴＹＬＥ（ユースタイル） 青森市緑2丁目20-11 017-757-8930

岩手 クラブエイトスタジオ盛岡 盛岡市東安庭2-7-9 019-604-1288　

パルクアベニュー・カワトク キューブⅡ マガザン 盛岡市菜園1-10-1 019-626-9336　

宮城 仙台三越　（定禅寺通り館） 仙台市青葉区一番町4-8-15　3F 022-221-8330 

追加参加店舗 Chickadee & Home （チッカディー＆ホーム） 仙台市若林区遠見塚2-25-33 022-781-3060

秋田 ミンカ 大仙市大曲通町2-33 0187-88-8704　

山形 ありかわ家具店 山形市十日町2-2-47 023-622-2011　

福島 PLANTS（プランツ） 郡山市備前舘2-97 024-991-4195

東京 アクタス立川店 立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛2F 042-540-7621 

伊勢丹府中店 府中市宮町1-41-2　ベビー子供（７F） 042-334-1111

伊勢丹立川店 立川市曙町2-5-1　ベビー・マタニティ（７F） 042-525-1111

イルムス日本橋 中央区日本橋室町2-4-3　YUITO 2F 03-3548-8881 

イルムス二子玉川 世田谷区玉川2-21-1　二子玉川ライズ・ショッピングセンター3F 03-3707-6001 

Ｅｌｆａ（エルファ）　恵比寿店 渋谷区恵比寿4-20-7　恵比寿三越B1 03-6721-6855

小田急百貨店 新宿店 新宿区西新宿1-1-3小田急百貨店新宿店本館９Fベビー・子供服 03-5325-2505

ｇｒｅｅｎｉｃｈｅ（グリニッチ） 渋谷区猿楽町29-10 C 03-6416-5650

東急百貨店吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺本町2丁目3番1号 0422-21-5111

東急百貨店本店 渋谷区道玄坂2丁目24番1号 03-3477-3111

POLARIS by SCANDEX（ポラリス バイ スキャンデックス） 世田谷区世田谷4-13-20 松陰PLAT1階 03-5799-4690 

松屋銀座 中央区銀座3-6-1 6Fベビー用品 03-3567-1211

神奈川 アクタス港北店 横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜 1F 045-929-2288 

イルムス東戸塚 横浜市戸塚区品濃町537-1　西武東戸塚店7F 045-828-2276 

イルムス横浜 横浜市西区高島2-18-1　そごう横浜店6F 045-465-3180 

髙島屋 横浜店 6Fハローベビーサロン 横浜市西区南幸1-6-31　 045-313-8225 

東急百貨店たまプラーザ店 横浜市青葉区美しが丘1丁目7番地 045-903-2211

Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん相模大野店 相模原市南区相模大野3丁目21 ボーノ相模大野ショッピングセンター4Ｆ 042-740-3786 

Hello赤ちゃん座間店 座間市広野台2丁目10-4　イオンモール座間3F 046-206-4630

追加参加店舗 千葉 カフェソケリ 千葉県佐倉市江原497 043-486-1147

埼玉 伊勢丹浦和店 さいたま市浦和区高砂1-15-1　ベビー子供（６F） 048-834-1111

茨城 Ｓｈｉｎｃ　ｌａｂ. （シンクラボ） ひたちなか市足崎1474-4 029-212-8088 

追加参加店舗 山梨 家具プラザコシイシ 静岡県静岡市駿河区丸子3311 055-276-3206

新潟 KATAYAMA EIGUT（カタヤマエイト） 新潟市東区卸新町3-16-31 025-270-0088

新潟伊勢丹 新潟市中央区八千代1-6-1　6F 025-243-7165 

長野 塩田家具 上田市本郷809-1 0268-38-3337　

フクロヤ家具総合センター 上伊那郡箕輪町大字中箕輪　12366-4 0265-79-2331　

+VITA （プラスヴィータ） 松本市野溝木工1-7-14 0263-27-5111　

富山 高岡大和　５階インテリア売場 高岡市御旅屋町101番地 076-627-1111

ｂＡｚbAｚ（バズバズ） 高岡市福岡町大滝175番地 0766-64-0777　

ファニチャーパークケースリー 富山市新庄銀座3-5-8 076-452-3300

石川 香林坊大和　７階ベビー用品売場 金沢市香林坊1丁目1番1号 076-220-1111

スカンジナビアン インテリア フィンルース 金沢市泉野出町2-22-12 076-226-5100　

デコットタケマツ 野々市市白山町1-14 076-248-4668　

YAMAGIWA金沢営業所 金沢市本町1-7-2　みやび・る金沢102 076-222-6733　

福井 安久タンス 越前市小松1丁目12-21 0778-22-3722　

The N’s　仲村の家具 坂井市丸岡町松川1-15 0776-66-2198　

追加参加店舗 静岡 クラフトコンサート 静岡市駿河区丸子3311 054-259-5605

デニッシュインテリアス 浜松市南区恩地町12-2 053-427-1531

Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん浜松市野店 浜松市東区天王町字諏訪1981-3 イオンモール浜松市野2F 053-589-4156 

マルスリビングプロダクツ 浜松市東区上新屋町129-1 053-443-8731

岐阜 ｅａｃｈ（イーチ） 羽島郡岐南町上印食8-78 フォルテ21-1F 東 058-215-6475 

Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん各務原店 各務原市那加萱場町3-8 イオンモール各務原3Ｆ 058-372-2686 

ラヴファミリー 岐阜市早田東町10-47-1　ロイヤルマンション1F 058-294-3839

愛知 イルムス名古屋 名古屋市中区栄3-16-1　松坂屋名古屋店　本館6F 052-264-2946 

家具の青山 名古屋市中区大須3-12-23 052-261-1481

ジェイアール名古屋タカシマヤ 名古屋市中村区名駅1-1-4　8F ベビー用品売場 052-566-8706 

DADLY（ダッドリー） 春日井市高山町1-20-6　ヴィレッジハヤシ1F 0568-29-8468　

名古屋三越　栄店 名古屋市中区栄3-5-1　７F 052-252-1111

名古屋三越　星ヶ丘店 名古屋市千種区星が丘元町14-14　5F 子供服売場 052-783-3172 

Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん岡崎店 岡崎市柱1丁目1-10 0564-51-5489　

Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん大高店 名古屋市緑区南大高2丁目450番地 イオンモール大高3F 052-626-1621 

Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん ヒルズウォーク店 名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地44 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ2Ｆ052-878-4568 

ヤマトヤ　ワイズカーサ（大彌京都） 北名古屋市徳重大日1 0568-21-0211　

滋賀 ＫＩＮＳＩＮ　近江大橋店 草津市新浜町55-1 077-67-6300

CURASU　ｅｆｆｅ 守山市播磨田町3075 077-598-1842　

Pure Style 近江八幡市西生来町1229-3 0748-37-7475

＋CASA(プラスカーサ)栗東本店 栗東市上鈎69-2 077-553-5500

京都 ＡＲＩＡ　 福知山市末広町5丁目13番地1 0773-22-0332　

高島屋京都店　5Ｆハローベビーサロン 京都市下京区四条通河原町西入真町52 075-221-8811

兵庫 AｄESSO（アデッソ）　竹田家具 姫路市御国野町御着771-1 079-252-3591 

きくや家具 芦屋市津知町3-15 0797-22-9300

ハリマ家具センター 加古郡播磨町東本荘3-11-9 079-435-4804
ｆｅｌｉｃｅ（フェリーチェ） 姫路市飾磨区構4丁目48 079-280-7743 

ルネ・デュー　神戸国際会館SOL店 神戸市中央区御幸通8-1-6　神戸国際会館SOL　B2F 078-855-2125　

ルネ・デュー　姫路本店 姫路市中地南町100番地　サンコーエイビル1F 079-243-1146

大阪 アクタスあべの店 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and 4F 06-6627-7311 

アクタス大阪空港店 豊中市蛍池西町3-555 大阪国際空港 4F 06-6840-7700 

さわらぎや家具 茨木市永代町７-５ 072-624-4334

イルムス梅田 大阪市北区梅田2-2-22　ハービスPLAZA ENT3F 06-4796-6560 

Scale（スケール） 大阪市西区南堀江3-9-9 06-6536-1178

高島屋大阪店　6Ｆハローベビーサロン 大阪市中央区難波5-1-5　 06-6631-1101

Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん近鉄上本町店 大阪市天王寺区上本町6-1-55 近鉄百貨店7Ｆ 06-6775-8615 

奈良 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん生駒店 生駒市谷田町1600 近鉄百貨店4Ｆ 0743-71-8686 

Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん近鉄橿原店 橿原市北八木町3-65-11 近鉄百貨店4Ｆ 0744-24-8619 

和歌山 石大家具 紀の川市貴志川町長原1075 0736-64-8181

岡久家具 和歌山市北大工町25 073-431-4441 

コンセプトショップ Ｒｉｎ 田辺市本町14 0739-22-0374 

本家　貴志タンス 和歌山市下町58 073-422-0303

鳥取 奥田家具 鳥取市気高町新町2-58 0857-82-0113 

ハッチ家具店 倉吉市伊木213-11　木アパート 0858-24-5523 

reindeer（レインディア） 米子市勝田町334 0859-33-2007  

岡山 カイタックリビング　アメニカ 岡山市北区問屋町1-103 （カイタックフェスタ館 2F) 086-241-2422 

天満屋　岡山本店 岡山市北区表町2丁目1番1号 086-231-7111（代表）

マスターウォール岡山ホーム 浅口郡里庄町新庄1550 0865-64-5116

広島 金口家具　FlÓu（フロウ） 広島市佐伯区隅の浜2-1-7 082-961-3790（代表）

SLAP　MØBLER（スラップモブラー） 広島市中区白島九軒町12-22　1F 082-511-3399　

天満屋　アルパーク店 広島市西区井口明神1-16-1 082-501-1111（代表）

フォー・アンツ 広島市安佐南区緑井6-19-2 082-831-3551　

マルカ木工 広島市西区商工センター8-2-26 082-278-2344　

吉山タンス 福山市霞町3-4-24 084-922-2123　

香川 オカウチアピー 高松店 高松市一宮町906-1 087-815-6700　

追加参加店舗 カーサ・オンスタイル 高松市太田上町991-3 087-869-0261

コネクト 丸亀市綾歌町富熊428-1 0877-85-9717　

中村谷 高松市鍛冶屋町1-10 087-851-2232　

高知 あきインテリアスペース 高知市知寄町3-216　知寄町パサージュ1F 088-880-0301

福岡 岩田屋本店 福岡市中央区天神2丁目5番35号 092-721-1111(代表)

大木装美 三潴郡大木町上八院1759-20 0944-32-2565 

OBJECTUM CASA（オブジェクタムカーサ） 福岡市中央区薬院2-12-17　2F 092-718-7757 

熊本 gashu（ガシュー） 熊本市南区田迎町田井島734-1 096-228-8812 

追加参加店舗 鶴屋百貨店 熊本県熊本市中央区手取本町6番1号　 096-356-2111

プラムハウス 熊本市中央区出水7丁目95-3 096-370-3055　

HOME SIC FURNITURE（ホームシックファニチャー） 熊本市東区御領6-8-18 096-388-8883 

鹿児島 山形屋　鹿児島店 鹿児島市金生町3番1号　1号館中4階　出産準備コーナー 099-227-6102

WEB店舗 SCANDEX ONLINE STORE（スキャンデックス オンラインストア）www.scandex.jp 03-3543-3329
ｐｌｙｗｗｏｄ（プライウッド） www.plywood.jp 03-5577-3320
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