
地域 店舗名 住所 電話番号

北海道 大丸藤井セントラル 北海道札幌市中央区南１条西3丁目2 011-231-1131

青葉画荘 宮城県仙台市若林区卸町2-8-3 022-231-4225

サンタロット仙台画材 宮城県仙台市青葉区大町2-12-14 022-264-3049

ブランカ 秋田県大仙市大曲中通町3-16 0187-62-0558

画材とがくぶちエグチ 秋田県大館市字向町13 0186-49-1768

伊東屋本店 東京都中央区銀座2-7-15 03-3561-8311

ユザワヤ蒲田 東京都大田区西蒲田8-23-5 03-3734-4141

緑葉堂 東京都小平市鈴木町2-243-12 042-466-0322

ジョイフルホンダ-2 瑞穂店 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷442 042-568-2031

ウエマツ 東京都渋谷区渋谷2-20-8 03-3400-5556

画賛堂 東京都世田谷区経堂2-15-2 03-3439-3551

ウィングアート 東京都杉並区浜田山4-14-16 03-3317-6311

アートヤマモト 東京都練馬区石神井台7-10-1 03-3920-9958

世界堂町田店 東京都町田市原町田4-2-1 042-710-5252

ニュートン 東京都目黒区八雲1-5-6 03-3723-1230

額装ロッキー 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-15-8 045-413-6912

東美相模原店 神奈川県相模原市南区相南1-1-12 042-748-3001

ひまわり画材 埼玉県新座市野火止6-2-19 048-480-5747

野口屋 埼玉県上尾市愛宕1-16-14 048-771-3131

ジョイフルホンダ-2 幸手店 埼玉県幸手市上高野1258-12Ｆ 045-040-4161

アーチストスペースF 埼玉県草加市両新田東町68-1 048-928-4691

銀河堂 埼玉県日高市大字女影1232 042-985-7036

VC'S大井店 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡1-3-15 049-278-7931

VC'S三郷店 埼玉県三郷市ピアラシティー1-1-140 048-949-5631

東美千葉店 千葉県千葉市中央区中央4-4-14 043-224-1298

朋友堂カマタ 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-12-14 043-284-8513

林画材 千葉県印旛郡酒々井町酒々井1132-1 043-496-1812

ジョイフルホンダ-2 富里店 千葉県富里市七栄525-24 0476-92-7721

ジョイフルホンダ-2 千葉ＮＴ店 千葉県印西市牧の原2-1 0476-40-7500

ジョイフルホンダ-2 守谷店 茨城県守谷市松が丘3-8 0297-48-8050

ジョイフルホンダ-2 荒川沖店 茨城県土浦市中村南3-4-9 029-841-7120

ジョイフルホンダ-2 ひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町34番地 029-264-2300

マルニ商事 栃木県足利市久松町141 0284-42-8311

ジョイフルホンダ-2 宇都宮店 栃木県河内郡上三川町磯岡字中原4212Ｆ 028-555-2272

ジョイフルホンダ-2 千代田店 群馬県邑楽郡千代田町宜野813-1 0276-80-5050

ジョイフルホンダ-2 新田店 群馬県新田市野井町592-13 0276-30-9166

VC'S高崎店 群馬県高崎市上中居町487-1 027-310-6011

みくに画材 山梨県甲府市武田3-7-26 055-252-1614

葵屋画材 新潟県長岡市東坂之上町3-3-1 0258-33-6854

アイ写真工房 長野県上田市秋和361-2 0268-23-5820

遊美 長野県上田市常田2-7-9 0268-26-5828

額縁のタカハシ　吉田店 長野県長野市川中島町原1392-10 026-214-6370

白秀堂 長野県佐久市岩村田5015-5 0267-67-2264

がくぶち画材アオシマ 静岡県磐田市中町238 0538-32-6277

松屋星輝堂 静岡県浜松市中区鹿谷町34-33 053-472-3522

アートカゲヤマ 静岡県藤枝市小石川町4-10-28 054-641-5850

沼津アートサロン 静岡県沼津市大手町2-6-10 055-963-7582

鈴幸硝子店 静岡県静岡市葵区駿府町2-7 054-253-1278

ヤマムラビスポーク 静岡県浜松市西区入野町14116-1 053-440-5171

画創清水 静岡県浜松市中区元浜町31-3 0534-71-0635

セントラル画材 愛知県名古屋市東区泉1-13-25 052-951-8998

あんじょう額縁 愛知県安城市池町2-1-43 0566-98-1826

彩雲堂 愛知県岡崎市康生通南1-17 0564-21-4844

ポップアート岡崎 愛知県岡崎市本町通3-28 0564-22-6191

光輪 愛知県一宮市本町2-1-22 0586-64-6708

蟹江ガクブチ 愛知県名古屋市南区菊住2-5-14 052-822-0894

アートサロンGARO 愛知県名古屋市昭和区滝川町17-11 052-839-1487

加藤画材店 岐阜県岐阜市司町32 058-262-6579

東洋額縁画材 三重県伊賀市島ヶ原11260-31 0595-59-2476

ヤマダヤ 三重県伊勢市曽祢1-9-4 0596-23-0306

スズカ画廊 三重県鈴鹿市飯野寺町840 0593-83-2961

ボナール 三重県度会郡玉城町宮古2338-1 0596-58-8600

松尾表具店 三重県津市一志町田尻70-4 059-293-0175

三重額縁津店 三重県津市中央18-19 0592-25-6588

サイゴ堂 富山県高岡市石瀬1012-5 0766-26-3535

キレイ堂 富山県富山市花園町3-2-7 076-425-2875

かゆう堂 石川県金沢市寺町5-5-3 076-242-3769

がくぶち屋金沢店 石川県金沢市森戸1-102 076-240-4440

画箋堂 京都府京都市下京区河原町五条上ル 075-341-3288

丸栄ガクブチ 京都府京都市伏見区両替町14-165 075-601-2809

アークオアシス京都八幡店 京都府八幡市欽明台北3-1 075-982-2037

オレンジ画材 京都府京都市左京区田中関田町2-7 075-751-0845

カワチ阪急三番街 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 06-6372-3888

アート・アライ 大阪府枚方市大垣内町2-17-2 072-841-0355

カワチＨＯＯＰ店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 06-6625-1800

心斎橋画材 大阪府大阪市心斎橋筋2-2-22 06-6211-3023

彩美堂 大阪府茨木市元町2-15 0726-24-2691

三英美術 大阪府豊中市新千里東町1-3-152 06-6833-1266

大阪画材製造所 大阪府堺市堀上緑町2-11-20 0722-78-0547

マロニエ社 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-82 美術館内 06-6771-0946

和洋ガクブチ森岡 大阪府大阪市天王寺区逢坂1-3-30 06-6772-3337

VC'S寝屋川店 大阪府寝屋川市寝屋南2-22-1 072-880-1031

昌和ガクブチ 大阪府箕面市箕面5-13-40 072-724-1450

白石画材 和歌山県和歌山市湊通丁南1-8 073-422-5700

日群 滋賀県守山市今浜町2620-14-1F-4 077-585-7380

耕栄堂 滋賀県近江八幡市堀上町119-3 0748-33-0665

芦屋堂 兵庫県芦屋市大原町9-1 0797-32-6299

Mアート 兵庫県明石市相生町2-2-2 078-914-3512

ルナ 兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-16 078-251-0803

アートホール蔵 兵庫県伊丹市伊丹2-5-11 072-783-4966

中井三成堂 兵庫県姫路市二階町56 0792-82-1575

ウメオカ 兵庫県西宮市田中町2-27 0798-22-3234

ガレリア・レイノ 広島県広島市中区大手町3-7-3 082-245-2305

ウエダ画房 広島県尾道市西御所町7-30 0848-22-4644

ピカソ画房 広島県広島市中区堀川町4-7 082-241-3934

プラド 広島県広島市安佐南区祇園1-36-13 082-850-1820

山本文房堂 福岡県福岡市中央区大名2-4-32 092-751-4342

ミナミ画材 福岡県福岡市東区香椎駅前2-9-28 092-673-0323

明石文昭堂 大分県別府市駅前町11-10 0977-22-1465

高木画荘 鹿児島県鹿児島市呉服町3-4 099-225-0231

AMAZON

楽天サイト　セントラル画材

通販サイト　画材販売.jp

通販サイト　トゥールズ

額縁画材の通販王国

【ネット通販】

https://goo.gl/MUkBSB

http://item.rakuten.co.jp/central-gazai/10010601/

http://www.gazaihanbai.jp/products/detail/product_id/58920.html

http://item.rakuten.co.jp/tools/188103/

http://item.rakuten.co.jp/reino-web/2900408-07/
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