
都道府県 店舗

北海道 株式会社そごう・西武 西武旭川店 
北海道 株式会社ロフト　旭川店
北海道 株式会社ロフト　札幌店
北海道 株式会社東急ハンズ 札幌店 
秋田 株式会社西武百貨店秋田店 
宮城 ㈱東急ハンズ 仙台店 
宮城 株式会社ロフト　仙台店
宮城 三越伊勢丹 仙台店
宮城 株式会社ロフト　仙台泉店
宮城 株式会社ロフト　仙台長町
栃木 株式会社東武宇都宮百貨店 
栃木 株式会社東武百貨店 大田原店 
栃木 株式会社東武百貨店 栃木店 
栃木 株式会社ロフト　宇都宮インターパーク店
茨城 西武百貨店筑波店
茨城 株式会社ロフト　水戸店
茨城 株式会社そごう・西武 西武筑波店 
埼玉 ㈱東急ハンズ ららぽーと富士見店 
埼玉 株式会社そごう・西武 西武春日部店 
埼玉 株式会社そごう・西武 そごう大宮店 
埼玉 （株）そごう・西武　　　西武所沢店
埼玉 株式会社ロフト　大宮店
埼玉 株式会社ロフト　新三郷店
埼玉 株式会社ロフト　上尾店
埼玉 株式会社ロフト　浦和店
埼玉 株式会社ロフト　大宮宮原店
埼玉 株式会社ロフト　川口店
埼玉 株式会社ロフト　新都心店
埼玉 株式会社ロフト　所沢店
埼玉 株式会社ロフト　鷲宮店
千葉 リアルキッチン 船橋西武店 
千葉 ㈱東急ハンズ ららぽーと船橋店 
千葉 ㈱東急ハンズ 柏店 
千葉 株式会社そごう・西武 そごう柏店 
千葉 株式会社ロフト　千葉店
千葉 株式会社ロフト　船橋店
千葉 株式会社ロフト　市原店
千葉 株式会社ロフト　流山店

神奈川 (有)クックアンドダイン 
神奈川 ㈱東急ハンズ 横浜店 
神奈川 ㈱東急ハンズ 川崎店 
神奈川 ㈱東急ハンズ ららぽーと横浜店 
神奈川 株式会社ロフト　川崎店
神奈川 株式会社ロフト　海老名
神奈川 株式会社ロフト　小田原
神奈川 株式会社ロフト　古淵店
神奈川 株式会社ロフト　辻堂
神奈川 株式会社ロフト　橋本
神奈川 株式会社ロフト　横浜港北店
神奈川 大和鶴間店
神奈川 株式会社そごう・西武 西武小田原店 
神奈川 株式会社そごう・西武 そごう横浜店 
神奈川 東武百貨店 大田原店
東京 ㈱東急ハンズ 渋谷店 
東京 ㈱東急ハンズ 町田店 
東京 ㈱東急ハンズ 池袋店 
東京 ㈱東急ハンズ 新宿店 

THAT!取扱い店舗

北海道
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リストは2016年3月3日現在のものです。
店頭在庫の有無は各店舗にお問い合わせいただけますようお願いいたします。



都道府県 店舗

東京 ㈱東急ハンズ 北千住店 
東京 ㈱東急ハンズ ララポート豊洲店 
東京 ㈱東急ハンズ 銀座店 
東京 ㈱東急ハンズ 東京店 
東京 株式会社ロフト 渋谷店 
東京 株式会社ロフト　池袋店
東京 株式会社ロフト　有楽町店
東京 株式会社ロフト　吉祥寺店
東京 株式会社ロフト　二子玉川店
東京 株式会社ロフト　八王子ロフト
東京 株式会社ロフト　大塚店
東京 株式会社ロフト　大森店
東京 株式会社ロフト　亀有店
東京 株式会社ロフト　北砂店
東京 株式会社ロフト　木場店
東京 株式会社ロフト　丸の内
東京 株式会社ロフト　武蔵境
東京 株式会社ロフト　南大沢店
東京 株式会社そごう・西武 西武池袋本店 
東京 （株）そごう・西武　　　西武池袋本店
東京 東急百貨店 東横店
東京 ビックカメラ 池袋本店
東京 ビックカメラ　有楽町店
東京 ビックカメラ　新宿西口店
東京 ビックカメラ　新宿東口駅前店
東京 ビックカメラ　ビックロ
群馬 株式会社スズラン百貨店前橋店 Kitchen365
埼玉 ㈱東急ハンズ 大宮 
埼玉 株式会社八木橋 
長野 株式会社東急ハンズ 長野店 
長野 株式会社ロフト　松本店
愛知 株式会社ロフト　名古屋店
愛知 （株）そごう・西武　　　西武百貨店岡崎店
愛知 ビックカメラ　名古屋駅西店
愛知 東急ハンズ名古屋店
愛知 ライフ東急ハンズANNEX店
愛知 三越 名古屋栄本店
愛知 株式会社ロフト　岡崎店
愛知 株式会社ロフト　名駅店
石川 株式会社ロフト　金沢店
福井 株式会社ロフト　福井店
新潟 株式会社ロフト　新潟店
山梨 株式会社ロフト　甲府昭和店
岐阜 株式会社ロフト　岐阜店
静岡 株式会社ロフト　三島店
静岡 株式会社ロフト　浜松店
静岡 株式会社ロフト　静岡パルコ店
静岡 東急ハンズ静岡店 
大阪 株式会社東急ハンズ 江坂店 
大阪 株式会社東急ハンズ 心斎橋店 
大阪 株式会社東急ハンズ 梅田店 
大阪 株式会社東急ハンズ 阿倍野キューズモール店 
大阪 株式会社京阪百貨店 くずは店　RK 
大阪 大丸松坂屋大丸梅田店消化 大丸梅田店 
大阪 阪急梅田店
大阪 ビックカメラ　なんば店
大阪 株式会社ロフト　梅田店
大阪 株式会社ロフト　あべの店
大阪 株式会社ロフト　大阪和泉店
大阪 株式会社ロフト　くずは店
大阪 株式会社ロフト　堺店
大阪 株式会社ロフト　千里バンパク店
大阪 株式会社ロフト　高槻店

関東
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近畿
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大阪 株式会社ロフト　なんば店
大阪 株式会社ロフト　八尾店
京都 株式会社大丸松坂屋 大丸京都店 
京都 株式会社東急ハンズ 京都店 
京都 高島屋京都店
京都 ビックカメラ　ＪＲ京都駅店
京都 株式会社ロフト　京都店
奈良 東急ハンズ 奈良店
奈良 株式会社ロフト　奈良店
滋賀 リアルキッチン 大津西武店 
兵庫 株式会社東急ハンズ 三宮店 
兵庫 株式会社東急ハンズ 姫路店 
兵庫 アレックスコンフォート ウッディタウン店 
兵庫 アレックスコンフォート ブランチ神戸学園都市店 
兵庫 （株）そごう・西武　　　そごう神戸店
兵庫 （株）そごう・西武　　　そごう西神店
兵庫 大丸神戸店
兵庫 株式会社ロフト　神戸店
兵庫 株式会社ロフト　西宮店
兵庫 株式会社ロフト　姫路店
三重 株式会社東急ハンズ 桑名店 
三重 アレックスコンフォート ラッツ津 

和歌山 interior&gift Ikoi
岡山 株式会社東急ハンズ 岡山店 
岡山 天満屋岡山店
岡山 株式会社ロフト　ロフトアリオ倉敷ショップ店
鳥取 株式会社ロフト　米子店
広島 株式会社ロフト　福山店
広島 株式会社ロフト　廿日市店
広島 株式会社東急ハンズ 広島店 
広島 株式会社ロフト　広島店
広島 （株）そごう・西武　　　そごう広島店
徳島 アクサス株式会社 プラザアレックス沖浜店 
徳島 （株）そごう・西武　　　そごう徳島店
徳島 株式会社ロフト　徳島
香川 株式会社ロフト　高松店
愛媛 東急ハンズ 松山店
愛媛 株式会社ロフト　松山店
高知 島田屋
福岡 株式会社ロフト　小倉店
福岡 株式会社ロフト　天神店
福岡 株式会社東急ハンズ 博多店 
福岡 （株）博多大丸
福岡 ビックカメラ　天神２号館
福岡 ハウズ　伊都店
福岡 ハウズ　太宰府店
福岡 ハウズ　久留米店
宮崎 （株）アスプルンド 212K宮崎店
大分 株式会社ロフト　大分店
大分 株式会社東急ハンズ 大分店 
長崎 東急ハンズ 長崎店
熊本 ハウズ　熊本店
熊本 ㈱東急ハンズ 熊本店 

鹿児島 東急ハンズ 鹿児島店
沖縄 東急ハンズ 宜野湾ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｼﾃｨ店
沖縄 株式会社東急ハンズ 宜野湾ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｼﾃｨ店 
沖縄 株式会社東急ハンズ 那覇メインプレイス店 

九州・沖縄

四国

近畿

中国


