『フォトポケット封筒』 販売店一覧表（一部会社はご相談窓口となります）
会社名
株式会社北海道クラウン
大丸藤井株式会社 直需営業部
エイチケイエム紙商事株式会社
有限会社フォトプラザ９１０”
㈱東京クラウン 青森営業所
大丸藤井㈱ 青森支店
㈱のむら
㈱岩岡
㈱那波伊四郎商店
㈱とみや
常盤洋紙㈱ 盛岡営業所
㈱東京クラウン 仙台支店
㈱吉田 仙台営業グループ
大丸藤井㈱ 仙台支店
常盤洋紙㈱
㈱西巻
宝沢商店
（株）オフィス２４ 仙台一番町店
㈱吉田
成田紙店
㈱吉田 福島営業グループ
㈱宮川商事
㈱東京クラウン 福島支店
㈱東京クラウン 福島営業所
（資）武藤紙店
㈱丸二 本店
㈱丸二 松本支店
事務キチ 長野店 （㈱つちや）
事務キチ 富山店
事務キチ 金沢店
事務キチ 新潟店
事務キチ 浜松店
㈱細村
上野文具㈱
㈱アサヒ商会Hi-NOTE
㈱アサヒ商会 伊勢崎店
㈱大谷屋
ロヂャース 川越店
ロヂャース 越谷店
ロヂャース 北本店
㈱のはら
グントー川越店
（株）東京クラウン 本社
（株）東京クラウン 千葉支店
（株）東京クラウン 関東支店
（株）東京クラウン 多摩支店
（株）東京クラウン 静岡支店
（株）吉澤
（株）東京クラウン 横浜支店
（株）ヒノデン
（株）山半
西ノ宮（株）
西ノ宮（株）
（株）かわしま
（株）ヤザワ
株式会社アケボノクラウン 本社
株式会社アケボノクラウン 神戸支店
株式会社アケボノクラウン 広島支店
株式会社アケボノクラウン 福岡支店

株式会社青雲クラウン 名東本部
株式会社青雲クラウン 長野支店
株式会社青雲クラウン 岐阜営業所

郵便番号
003-0805
003-8502
006-0832
080-0013
030-0803
030-0142
030-0852
039-1121
010-0921
012-0841
020-0891
984-0031
983-0034
984-0031
984-0015
989-6255
982-0034
980-0811
990-8512
997-0024
963-8834
963-8567
963-0547
960-8133
965-0037
386-0041
399-0033
381-0024
939-8073
921-8043
950-0984
432-0000
350-1126
320-0801
370-0006
372-0801
961-0905
350-1121
343-0806
364-0013
307-0000
350-0837
135-8350
260-8561
331-0812
187-0042
420-0922
148-0067
246-0001
192-0071
260-0025
260-0001
101-0047
238-0007
942-0001
577-0013
653-0852
731-0101
553-0007
465-0092
388-8006
501-6001

住所
札幌市白石区菊水５条３丁目３－６
札幌市白石区流通センター１丁目３－４５
札幌市手稲区曙２条４丁目３－２７
帯広市西３条南２３丁目１２－１
青森県 青森市 安方２－１６－１
青森県 青森市 大字野木字野尻３７－７０７
青森県 青森市 大野前田６６－１５
青森県 八戸市 卸センター２丁目７－１３
秋田県 秋田市 大町４丁目３番３５号
秋田県 湯沢市 大町１－２－２４
岩手県 紫波郡 矢巾町 流通センター南１丁目8-19

電話
011-841-1211
011-860-6700
011-699-8686
0155-22-9100
017-776-1731
017-762-3701
017-762-2666
0178-29-3080
018-823-4311
0183-73-3148
019-637-2011
宮城県 仙台市 若林区 六丁目字南９７－３ Ｅ環境仙台ビル6階 022-288-2588
宮城県 仙台市 宮城野区 扇町5丁目３番１５号
022-232-0496
宮城県 仙台市 若林区 六丁目 字柳堀２２番地
022-288-3210
宮城県 仙台市 若林区 卸町２丁目１４－６
022-232-5111
宮城県 大崎市 古川休塚字南田62番地の１
0229-28-1116
宮城県 仙台市 太白区 西多賀３－６－４８
022-245-2249
宮城県 仙台市 青葉区 一番町１－２－２５ 仙台ＮＳビル 022-716-8089
山形県 山形市 北町１丁目５番１２号
023-684-6001
山形県 鶴岡市 朝暘町５－２
0235-22-2481
福島県 郡山市 図景２丁目２番２０号
024-923-1905
福島県 郡山市 下亀田１３－２
024-922-5735
福島県 郡山市 喜久田町卸１－５２－１
024-959-6130
福島県 福島市 桜木町６－２４ パークハイツ１Ｆ
024-533-1555
福島県 会津若松市 中央１－２－２６
0242-24-0611
長野県上田市秋和134-1
0268-24-8111
長野県松本市笹賀7600-35
0263-86-3180
長野県長野市南長池188-1
026-221-1781
富山県富山市大町76
076-420-6001
石川県金沢市西泉1-2
076-244-1881
新潟県新潟市中央区女池東1-3-10
025-290-4170
静岡県浜松市中区上島7-6-35
053-412-1881
埼玉県川越市旭町3-21-7
0492-42-4315
栃木県宇都宮市池上町5-2
0286-33-6181
群馬県高崎市問屋町2-8-2
027-363-1112
群馬県伊勢崎市宮子町3417-7
0270-75-6633
福島県白河市本町57
0248-27-3131
埼玉県川越市脇田新町11-11
049-241-1234
埼玉県越谷市宮本町5-156
048-969-1234
埼玉県北本市中丸7-123
048-594-1234
茨城県結城市新福寺８０２２
0296-32-5588
埼玉県川越市石田２０６－１
049-228-9122
東京都江東区新大橋2-13-4
03-5600-6000
千葉県千葉市中央区都町1254-79
043-234-3100
埼玉県さいたま市北区宮原町2-110-12
048-669-2231
東京都小平市仲町268-6サライ仲町1階
042-312-3551
静岡県静岡市葵区流通センター11-8
054-263-2021
静岡県富士宮市宮町８－２９
054-427-2725
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町9308-16
045-921-4521
東京都八王子市八日町6-2
042-623-2291
千葉県千葉市中央区問屋町13-3
043-241-8686
千葉県千葉市中央区都町3-3-3
043-231-4301
東京都千代田区内神田1-14-5
03-3219-6411
神奈川県横須賀市若松町2-1
046-822-0363
新潟県上越市中央町1-24-2
0255-43-4644
大阪府東大阪市長田中４－５－６
06-6747-5511
兵庫県神戸市長田区山下町２－２－８
078-621-1237
広島県広島市安佐南区八木１－８－９
082-873-1351
福岡県福岡市博多区板付６－３－６
092-575-5858
愛知県名古屋市名東区社台３－２４１
052-777-2100
長野県長野市藤ノ井御幣川西側４５９－６
026-299-7422
岐阜県羽島郡岐南町上印食５－１６０
058-259-4520

株式会社青雲クラウン 三重営業所
株式会社青雲クラウン 豊橋営業所
株式会社シモジマ 明道町店
株式会社文具のサワタニ
佐伯文昌堂
株式会社新九州クラウン 北九州店
株式会社新九州クラウン 福岡店
株式会社新九州クラウン 鹿児島店
ＯＴＫ図書株式会社
たけや
有限会社 たかやま
レオランドぶんぐ館 ｂｙ ＬＩＯＮＤＯ
有限会社 共和文機

514-0823
440-0026
451-0043
650-0022
668-0043
802-0031
812-0888
890-0034
870-0104
866-0851
867-0045
880-0032
899-0205

三重県津市半田池町６１６－１
愛知県豊橋市多米西町２－４－１５
愛知県名古屋市西区新道２－７－１
兵庫県神戸市中央区本町通2－2－9
兵庫県豊岡市桜町11-21
北九州市小倉北区赤坂海岸2-2
福岡市博多区板付4-5-12
鹿児島市田上7-19-15
大分県大分市南鶴崎２丁目１０－１
熊本県八代市毘舎丸町４－５２
熊本県水俣市桜井町３丁目４番２５号
宮崎県宮崎市霧島１丁目９３－１
鹿児島県出水市本町１１－３０

059-227-3251
0532-62-6361
052-571-6726
078-331-1673
0796-23-0188
093-522-1130
092-581-7993
099-283-3217
097-521-6133
0965-33-2850
0966-63-3755
0985-31-5588
0996-62-1385

上記にお近くの店舗が該当しない場合は、次の頁の弊社宛のFAX申込み書に記入して頂きFAXをし
て頂きますと、製品は当社から送りさせて頂きます

製品購入申込み書（寿堂へのFAX専用）
この用紙をプリントして、下記へご記入の上FAXでお申込みをお願い致します

品番：03991

製品名：フォトポケット封筒

価格：400円（封筒2絵柄×3枚、カード2色×3枚ポリ袋入り）
上記価格には消費税は含まれません（製品出荷日が3月31日までは5％
になります）

下記内容で注文します
本体

袋×４００円＝

消費税

(A)×８％＝

円

円・・・(B) 小数点以下切捨て

小計（A)本体＋(B)消費税＝
送料

・・・(A)

円

・・・(C)

１袋＝２５０円（全国一律）
２袋～３袋＝３００円（全国一律）
４袋～７袋＝４５０円（全国一律）
＊８～４０袋（地域別で下記料金になります）

関東・南東北・信越・北陸・中部…５３０円

北海道・九州…８００円

北東北・関西…５８０円
中国地方…５８０円

沖縄…９８０円

四国…６８０円

円

送料金額
お振込み金額 (C)
FAX送付日：

・・・(Ｄ)

+(D) =

月

製品送り先 〒

円

日
住所

ビル・室名

氏

名

フリガナ

電話番号

FAX番号

ご連絡先メールアドレス

お申込みFAX番号 ０３－３９７４－６２６４
寿堂紙製品工業株式会社

お問合せ番号

03-3974-7111

〒173-0021東京都板橋区弥生町６０－４

ご注文頂きましてありがとうございました
◎製品はFAX到着後１週間以内にお届けいたします。
◎お支払いは製品に郵便局の振込み用紙（手数料は掛かりません）を同封致しますので、お近
くの郵便局で製品到着後１週間以内にお振込みをお願い致します。
◎販売予定数量に達した場合は、申し込みが締め切りとなります。新たな製品が出来ましたら
メールにてご連絡させて頂きます。
◎お預かりした個人情報は製品の発送目的、入荷のご案内以外には使用致しません。

