ニッポー製品 全国販売店

ニッポー株式会社
2021年7月

（製品によりお取扱いしていない場合がありますので、ご購入の際は販売店にお問い合わせください。）
地区
販売店名
関東 サトウビジネス
関東 昭文堂
関東 大明社

電話番号
03-3897-2191
03-3807-5141
03-3733-5831

FAX番号
ホームページアドレス
03-3897-4444
03-3891-9283
03-3733-1284 http://www.sepia.dti.ne.jp/taimeisha/

関東

03-3787-6511

03-3783-9047 http://www.tohira.co.jp/

03-3309-6131

03-3309-6134

03-3835-7777

03-3835-7329 http://www.takeya.co.jp/

03-3847-2541
03-3831-8826
03-3496-6671
03-3434-2741
042-625-6563
042-365-5235
042-792-2141
042-772-2408
045-501-7272
045-261-1360
045-261-1087
0466-31-1322
047-341-0729
048-874-6800
025-290-4170
0265-24-1714
0265-78-2435
026-214-2681
026-221-1781
0263-32-4274
053-412-1881
0568-21-0503
052-331-2115
052-232-2597
052-571-6726
052-935-2601
052-701-9111
0568-61-0481
0566-53-0139
0567-24-2525
058-253-2253
0577-33-0543
0594-24-4844
076-432-3173
076-432-1353
076-423-8607
076-420-6001
076-240-6330

03-3847-2543
03-3831-2621
03-3496-6287
03-3432-4695
042-624-3523
042-361-9688
042-792-2321
042-774-2092
045-505-4717
045-252-9561
045-261-1315
0466-31-1323
047-345-5426
048-874-6803
025-290-4171
0265-23-9197
0265-78-9521
026-214-2682
026-221-9571
0263-32-4020
053-412-1883
0568-21-2026
052-339-1100
052-201-9528
052-571-6714
052-935-2609
052-701-7628
0562-62-6410
0566-53-1804
0567-24-8511
058-253-2254
0577-34-8508
0594-24-4903

関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
甲信越
甲信越
甲信越
甲信越
甲信越
甲信越
東海
東海
東海
東海
東海
東海
東海
東海
東海
東海
東海
東海
東海
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

郵便番号
住所
121-0801 東京都足立区東伊興３丁目１４－８
116-0003 東京都荒川区南千住８－５－７－３１０
144-0055 東京都大田区仲六郷２－２８－１
東京都品川区戸越３－５－１９
トーヒラ
142-0041
グランドメゾン戸越１Ｆ
文具ストア国際
157-0062 東京都世田谷区南烏山３－２５－１５
東京都台東区台東４－３３－２
多慶屋
110-0016
５号館オフィス家具売場
みつや 東京かっぱ橋店
111-0035 東京都台東区西浅草２－２０－６
三喜屋
110-0015 東京都台東区東上野１－２８－７
株式会社アートオフィスクリエイト 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-8 SUGIYAMAビル7F
ニシムラ事務機
105-0004 東京都港区新橋４－４－５
ミヤハラ
192-0073 東京都八王子市寺町６
多摩事務機商会
183-0005 東京都府中市若松町１－２３－１１
弘文堂
194-0037 東京都町田市木曽西４－９－３
橋南堂
252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本２－１４－１
マルハチ
230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－２－１４
山形金庫
231-0033 神奈川県横浜市中区長者町５－６８
文海堂
231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町２－８－３
文具スーパー事務キチ 藤沢店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町２－３
伊師湧昇堂
270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎１－３０－１８
文具スーパー事務キチ 浦和店 336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾３７１９
文具スーパー事務キチ 新潟店 950-0984 新潟県新潟市中央区女池東１－３－１０
スガヌマ
395-0817 長野県飯田市鼎東鼎31-1
小椋
399-4431 長野県伊那市西春近２４７１
文具スーパー事務キチ 南長野店338-8019 長野県長野市篠ノ井杵淵１１１－１
文具スーパー事務キチ 長野店 336-0932 長野県長野市南長池１８８－１
事務機機のポチ堂
390-0814 長野県松本市本庄２－４－１４
文具スーパー事務キチ 浜松店 433-8122 静岡県浜松市中区上島７－６－３５
西春事務器
481-0041 愛知県北名古屋市九ノ坪白山１１－１
栗田商会名古屋本店
460-0013 愛知県名古屋市中区上前津２－１－４
シモジマ名古屋店
460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－５－１７
シモジマ明道店
451-0043 愛知県名古屋市西区新道２－７－１
篠田商会
461-0004 愛知県名古屋市東区莢１－２６－１４
ハイエース
465-0073 愛知県名古屋市名東区高針原２－１６０４
藤原商店
484-0081 愛知県犬山市大字犬山字東山下２－１
青木堂
444-1333 愛知県高浜市沢渡町４－５－１０
清芳堂 本店
496-0045 愛知県津島市東柳原３－１７
シモジマ岐阜店
500-8175 岐阜県岐阜市長住町９－８
ヒダ事務機
506-0054 岐阜県高山市岡本町１－７７－６
丸三商事本社
511-0838 三重県桑名市和泉八の割３９４－１
オフィスヴォックス 五福店
930-0887 富山県富山市五福８区3512
オフィスヴォックス 豊田店
931-8313 富山県富山市豊田町1丁目25-3
オフィスヴォックス 中川原店
939-8015 富山県富山市中川原３２６－１
つちや（事務キチ富山店）
939-8073 富山県富山市大町７６
にしき堂 本社
920-0362 石川県金沢市古府1-60
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http://www.i328.co.jp/shop-tokyo/
https://e-aocinc.com/
http://nishimurajimuki.co.jp/
http://www.miyaharajim.co.jp/
http://tamajimu.jp/
http://www.ko-bundo.co.jp/
http://www.bmaru8.co.jp/
http://www.yamagata-kinko.co.jp/
http://www.jimu-kichi.co.jp/shop_fujisawa/
http://www.yuushodo.com/
http://www.jimu-kichi.co.jp/shop_urawa/
http://www.jimu-kichi.co.jp/shop_niigata/
http://www.kk-ogura.co.jp/
http://www.jimu-kichi.co.jp
http://www.jimu-kichi.co.jp
http://www.jimu-kichi.co.jp
http://www.kuritashokai.co.jp/
https://www.shimojima.co.jp/stores/26/nagoya_index.html
https://www.shimojima.co.jp/stores/54/meido_index.html
http://www.shinodashoukai.co.jp
http://hi-ace.net/
http://www.aoki-do.com/
http://www.seihouya.co.jp/
https://www.shimojima.co.jp/stores/64/gifu_index.html
http://hjcnet.com/
http://www.03net.jp/company/
http://books-nakada.co.jp/
http://books-nakada.co.jp/
http://books-nakada.co.jp/
http://www.jimu-kichi.co.jp/
http://www.nishikido.co.jp/
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（製品によりお取扱いしていない場合がありますので、ご購入の際は販売店にお問い合わせください。）
地区
北陸
北陸
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿

販売店名
文具スーパー事務キチ 金沢店
にしき堂 八日市店
ハン六銀行街プリントセンター
ディオワールド草津店
ヒキタ事務機
八木
プロパック西大寺五条店
山田屋商店
正美堂

郵便番号
921-8043
921-8064
520-0043
525-0025
525-0028
600-8861
600-8898
601-8474
604-0974

近畿 ストアデポ三条寺町店

604-8036

近畿 タケダ事務器ＴＡＧ
近畿 ＰＥＮ＆ＰＡＧＥマルヨシ書店

606-8175
627-0012

近畿 ストアデポ四条烏丸店

600-8422

近畿 南里文具店

530-0018

近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿

530-0033
532-0011
532-0028
541-0041
550-0001
550-0002
550-0005
550-0012
550-0014
556-0005
541-0051
541-0054
541-0057
541-0057
542-0075
542-0081
542-0083
544-0005
550-0004
552-0007
554-0014
557-0056
577-0061
578-0903
578-0983
584-0021
590-0952
592-0011
598-0006

ヒラマツ
アンエイ新大阪店
アンエイ十三店
アンエイ淀屋橋店
アンエイ土佐堀店
アンエイ肥後橋店
アンエイあわざ店
アンエイ本店
アンエイ北堀江店
アンエイ日本橋店
ホープジム販売
イケマンファーム
シモジマ心斎橋店
店研創意ストアエキスプレス
みつや道具屋筋本店
日進堂
長堀堂
三洋ビジネス
日本機器
ビジネスセンターモリヤマ
マツヤ
谷岡文伸堂
中田文具店
プロパック東大阪店
フタバジム
えじま
誠文堂
なかお
カタナヤ

住所
石川県金沢市西泉1-2
石川県金沢市八日市町5丁目546番地
滋賀県大津市中央2丁目2-22
滋賀県草津市西渋川1丁目23-1
滋賀県草津市上笠3丁目17-9
京都府京都市下京区七条御所ノ内北町７２
京都府京都市下京区西七条東御前田町22-1
京都府京都市南区四ッ塚町二十二番地
京都府京都市中京区四条通り坊城東入る
京都府京都市中京区
寺町通り三条上ル天性寺前町523-2
京都府京都市左京区一乗寺築田町37
京都府京丹後市峰山町杉谷700-5
京都府京都市下京区
室町通り仏光寺上ル白楽天町520-1
大阪府大阪市北区小松原町1番4号
ﾅﾝﾘﾋﾞﾙ１F うめだ花月ｼｱﾀｰ前
大阪府大阪市北区池田町5-6
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目7-8
大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁目1-16
大阪府大阪市中央区北浜3丁目5-22
大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4-8
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目9-1
大阪府大阪市西区西本町2丁目5-19
大阪府大阪市西区立売堀1丁目3-11
大阪府大阪市西区北堀江1丁目1-23
大阪府大阪市浪速区日本橋3-6-6
大阪府大阪市中央区備後町3丁目4番8号
大阪府大阪市中央区南本町2丁目2番5号
大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-3-8
大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-4-15
大阪府大阪市中央区難波千日前13-1
大阪府大阪市中央区南船場2-7-16
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-3-10
大阪府大阪市生野区中川6丁目9番12号
大阪府大阪市西区靱本町3-6-8
大阪府大阪市港区弁天4丁目8番21号
大阪府大阪市此花区四貫島1-5-15
大阪府東大阪市長堂1丁目12番10号
大阪府東大阪市森河内西2丁目26番22号
大阪府東大阪市今米2丁目6-31
大阪府東大阪市吉田下島8-19
大阪府富田林市中野町3-3-20
大阪府堺市堺区市之町東1丁2番12号
大阪府高石市加茂2丁目32-15
大阪府泉佐野市市場西3-1-1

電話番号
076-244-1881
076-240-8867
077-527-0806
077-561-6560
077-563-8311
075-313-1239
075-325-3600
075-691-4881
075-841-4371

FAX番号
ホームページアドレス
076-244-1898 http://www.jimu-kichi.co.jp/shop_kanazawa/
http://www.nishikido.co.jp/
http://www.dioworld.jp/
http://www.hikitajimuki.co.jp/index.php
http://www.yagi-kk.com/
http://www.tenken.co.jp/shop/03/tenpo.html
http://kyoto-yamadaya.com/index.php
http://www.syobido.jp/

075-254-5586

http://www.tenken.co.jp/shop/03/tenpo.html

075-711-0019
0772-62-0483

http://www.takedajimuki.co.jp/company/

075-353-1768

http://www.tenken.co.jp/shop/03/tenpo.html

06-6312-1567
06-351-3402
06-6100-2688
06-6889-5730
06-4706-6137
06-6447-5554
06-6444-8301
06-6535-6235
06-6536-5359
06-6110-2777
06-6636-6777
06-6202-1615
06-6262-4701
06-6252-4361
06-6252-6266
06-6634-4551
06-6263-1185
06-6271-6457
06-6447-5554
06-6441-1926
06-6573-2486
06-6468-3877
06-6781-1166
06-6781-8815
072-960-5601
0729-63-8025
072-125-6767
072-221-4501
072-261-2488
072-462-2727
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http://www.anei.co.jp/shop.html
http://www.anei.co.jp/shop.html
http://www.anei.co.jp/shop.html
http://www.anei.co.jp/shop.html
http://www.anei.co.jp/shop.html
http://www.anei.co.jp/shop.html
http://www.anei.co.jp/shop.html
http://www.anei.co.jp/shop.html
http://www.anei.co.jp/shop.html
http://hopejim.com/
http://www.ikeman.co.jp/
http://www.shimojima.co.jp/stores/19/shinsaibashi_index.html
http://www.tenken.co.jp/shop/03/tenpo.html
http://www.i328.co.jp/shop-osaka/
http://www.nagahorido.co.jp/
http://nihonkiki.com/

http://www.tenken.co.jp/shop/03/tenpo.html
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（製品によりお取扱いしていない場合がありますので、ご購入の際は販売店にお問い合わせください。）
地区
販売店名
近畿 文房創庫オーヤマ

郵便番号
住所
640-8327 和歌山県和歌山市橋向丁17-1
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6-18
近畿 ナカガワ文具センター本店
650-0021
ｼﾞｭﾝｸ堂書店３F
兵庫県神戸市中央区栄町通り1-1-24
近畿 ステアデポ神戸元町店
650-0023
神戸ライフパートナーズ栄町ビル1F
近畿 富士商会
651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通5丁目3-1
近畿 スズエ
663-8113 兵庫県西宮市甲子園口2丁目5-22
近畿 ひめじや
670-0012 兵庫県姫路市本町199番地
近畿 ベンハウス
670-0952 兵庫県姫路市南条637
近畿 ステーショナリーボックス飾麿店 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家7-89
中国 多山文具
730-0035 広島県広島市中区本通8-23 本通ヒルズ3F
四国 文具生活 高松店
760-0079 香川県高松市松縄1135
四国 文具生活 高松店
763-0082 香川県丸亀市土器町東８丁目２３
四国 文具生活 高松店
790-0952 愛媛県松山市朝生町５－１－２５
九州 オフィスランド 八幡あいおい店 806-0058 福岡県北九州市八幡西区鉄竜1-4-8
九州 オフィスランド 足立インター店 802-0045 福岡県北九州市小倉北区神岳1丁目-2-17
九州 権藤本店
810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-230
九州 オフィスランド 大橋店
811-1344 福岡県福岡市南区三宅3丁目1番35号
九州 オフィスランド 原店
814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉3丁目2番1号
九州 オフィスランド 東福岡店
812-0063 福岡県福岡市東区原田3丁目9-34
九州 ビジネスコーナー タニグチ
850-0873 長崎県長崎市諏訪町6-18
九州 岩尾文具 竹町店
870-0035 大分県大分市中央町1-4-15
九州 堀文
874-0022 大分県別府市亀川東町27-22
九州 オフィスランド 別府店
874-0924 大分県別府市餅ヶ浜6-23 HIヒロセ別府店内
熊本県熊本市上代1丁目557
九州 オフィスランド 熊本田崎店
860-0068
HIヒロセ田崎市場通り店内
九州 文具のしんぷく 本店
890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町9-8
沖縄 善林堂
901-2122 沖縄県浦添市勢理客1-1-6

電話番号
073-424-3221
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FAX番号

ホームページアドレス

078-321-4500

http://www.kobe-nagasawa.co.jp/

078-327-5960

http://www.tenken.co.jp/shop/03/tenpo.html

078-221-7178
0798-67-7877
079-288-8811
079-222-5500
079-235-3955
082-248-2221
087-815-0712
0877-58-4425
089-998-7370
093-632-8055
093-512-6011
092-751-7718
092-554-4866
092-833-1001
092-626-2450
095-821-0333
097-532-9056
0977-66-0155
0977-27-5775

http://www.fujishokai.net/
http://www.himejiya.net/
http://www.benhouse.co.jp/
http://www15.plala.or.jp/vox-web/

093-632-8056
093-512-6012

http://www.bunguseikatsu.co.jp/
http://www.bunguseikatsu.co.jp/
http://www.bunguseikatsu.co.jp/
http://www.officeland.jp/
http://www.officeland.jp/
http://www.shintencho.or.jp/gondohonten/
http://www.officeland.jp/
http://www.officeland.jp/
http://www.officeland.jp/

092-554-4868
092-833-1075
092-626-2451
095-821-0334
097-532-9046 http://www.iwao-net.co.jp/
0977-66-9006 http://www.horibun.com/
0977-27-5778 http://www.officeland.jp/

096-311-5577

096-311-5578 http://www.officeland.jp/

099-254-1135
098-878-6565

099-254-1136 http://www.shinpuku.co.jp/
098-878-6932

