ソレイユLA・お取扱い店一覧
2020年6月
北海道
店名
水本ミシン (アークオアシス大麻店)

住所
北海道江別市大麻１９８番地３
ジョイフルエーケー大麻店内

電話番号
011‐388‐7200

北日本ミシン販売(株)

北海道札幌市中央区南一条西９丁目１－８

011 - 251 - 1218

いえつね商会

北海道帯広市西２０条南３丁目３－１７

0155 - 41 - 9633

東北
店名

住所

電話番号

(株)弘前ブラザー

青森県弘前市大字城東中央２丁目２‐１

0172‐27‐5291

株式会社 青森ミシン商会

青森県青森市筒井４－４－２１

017 - 738 - 9190

(有)中島ミシン店

岩手県宮古市栄町１－６４

0193‐62‐3749

総合ミシン

宮城県仙台市泉区南光台東１丁目３９－１

022‐251‐7001

ブラザーショップのん

山形県天童市老野森２丁目８‐１３

023‐658‐7330

(有)ゴトウ商会

山形県鶴岡市東原町１９－２２

0235 - 24 - 6348

関東
店名
水本ミシン(ジョイフル２新田店)
水本ミシン(ジョイフル２宇都宮店)
水本ミシン
(ジョイフル２ひたちなか店)
水本ミシン(ジョイフル２守谷店)
ミシンショップタケダ 越谷店
ブラザー彩北

住所
群馬県太田市新田市野井５９２‐１３
ＪＯＹＦＵＬ‐２新田店
栃木県河内郡上三川町磯岡４２１―１
ＪＯＹＦＵＬ‐２宇都宮店内
茨城県ひたちなか市新光町３４―１
ＪＯＹＦＵＬ‐２ひたちなか店内
茨城県守谷市松ヶ丘３‐８
ＪＯＹＦＵＬ‐２守谷店内
埼玉県越谷市越谷１‐１６‐１０
埼玉県加須市大字下三俣観音寺４８３
ニューマリッチ加須

電話番号
0276‐30‐9166
0285‐55‐2272
029‐264‐2300
0297‐48‐8050
048‐969‐1881
0480 - 62 - 6408

ミシンランドモギー調布店

東京都調布市上石原2‐40‐5

042‐441‐6960

ミシンランドモギー多摩店

東京都多摩市愛宕4‐6‐25

042‐339‐8186

(有)ソーイングセンターＪＯＹ 立川店

東京都立川市高松町２－１７－３２
遠藤ビル１Ｆ

042 - 540 - 1755

東京都新宿区新宿３－２３－１７

(株)モギー

オカダヤ服飾舘６階

03 - 3341 - 5589

ミシンショップタケダ ほんちょう店

東京都足立区千住２‐４１

03‐6806‐2638

ミシンショップタケダ 日暮里店

東京都荒川区東日暮里５‐２４‐１０

03‐6458‐3485

ミシンショップタケダ 池袋店

東京都豊島区東池袋１丁目４６‐１３
ホリグチビル１Ｆ

03‐6914‐3400

ハセガワ企業

東京都江戸川区西小岩１丁目２３‐１７ ２Ｆ

03‐3673‐0348

オダハラミシンサービス

東京都江戸川区上篠崎３－１２－１１-１A

03 - 3698 - 3570

ユザワヤ 蒲田店

東京都大田区西蒲田8-23-5

03 - 3734 - 4141

水本ミシン(ジョイフル２瑞穂店)

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷４４２
ＪＯＹＦＵＬ‐２瑞穂店内

042‐568‐2031

水本ミシン商会

千葉県船橋市本町３丁目９‐２８

水本ミシン

千葉県印西市草深１９２１

(ジョイフル２千葉ニュータウン店)

ＪＯＹＦＵＬ‐２千葉ＮＴ店内

時田ミシン

千葉県中央区富士見2丁目6‐8

0432‐22‐2020

㈱藤沢ミシン商会

神奈川県藤沢市藤沢１０８

0466‐27‐1151

㈱藤沢ミシン商会 横浜西口店
㈱藤沢ミシン商会 平塚店

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２丁目１０-５
ＹＴ１０ビル２階
神奈川県平塚市明石町１０‐１

047‐422‐2989
0476‐40‐7500

045‐320‐3266
0463‐21‐0541

中部
店名

住所

電話番号

ヤマダヤ

新潟県柏崎市西山町和田802‐4

0257‐48‐2656

(有)山本ミシン商会

静岡県三島市広小路町2‐19

0559‐71‐3008

東清水ブラザーミシン(株)

静岡県静岡市清水区春日１丁目５－１５

054 - 352 - 2313

(株)ミシンプラザ

長野県長野市西和田1丁目28‐34

0262‐44‐3400

(株)ミシンプラザ 川中島店

長野県川中島町御厨９７０

0262‐83‐2501

ソーイングプラザミシン屋 松本店

長野県松本市白板2丁目4‐18

0263‐39‐0334

ソーイングプラザミシン屋 上田店

長野県上田市大字秋和問屋町251‐1

0268‐23‐3407

大羽ミシン

愛知県豊橋市前田町2丁目17‐6

0532‐52‐1661

ミシン一番店・刈谷安城店

愛知県刈谷市末広町1丁目20‐12

0566‐25‐3003

衣浦ブラザー

愛知県半田市栄町4丁目126

0569‐21‐4036

ミシンショップイシカワ

愛知県豊明市沓掛町徳田池下67

056‐292‐6806

小牧ブラザー(株)

愛知県小牧市小牧2丁目396番地

0568‐77‐7111

(株)岩崎ブラザー

愛知県名古屋市中区栄三丁目16番1号

みしんやさん松坂屋名古屋店

松坂屋名古屋店本館7階ミシン売場

(株)赤門ブラザー

愛知県名古屋市中区大須3-17-1

大塚屋 車道本店(オフタイム）

愛知県名古屋市東区葵3丁目1番27号
2Ｆミシン売り場内

052‐264‐2870
052‐241‐2990
052‐935‐4531

(有)ミシンセンター想衣

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通7-8-1

052‐842‐7410

(合)駒崎ミシン商会

愛知県名古屋市名東区代万町1－76

052‐709‐0511

(株)岩崎ブラザー

三重県四日市市諏訪町13－2

0593‐53‐9175

ミシンショップぎふＢ＆Ｓ

岐阜県瑞穂市古橋1746-9

058‐322‐8930

中川ミシン商会 有松店

石川県金沢市有松5丁目10‐25

0762‐45‐3400

中川ミシン商会 片町店

石川県金沢市片町1丁目7‐20

0762‐31‐4493

中川ミシン商会 疋田店
酒井ミシン・あすもやハンズ

石川県金沢市疋田2丁目142番地
ノアーズアーク
福井県福井市大和田2丁目1212 エルパ１F

0762‐57‐4175
0779‐88‐3566

近畿
店名
(株)近畿ブラザー
(株)たつみ商会 高の原店

住所
滋賀県大津市京町１丁目２番１４号
奈良県奈良市右京４丁目１４－２８
ロイヤルメゾン１Ｆ

電話番号
077‐523‐3211
0742‐71‐3285

堺ミシン商会

大阪府堺市堺区一条通９－３４

072 - 232 - 6739

松本ミシン(株)

大阪府茨木市元町２－１３

072 - 624 - 3938

(株)仲川ミシン

大阪府松原市阿保５丁目１６番１４号

072‐331‐0456

(有)島田ミシン商会

兵庫県伊丹市中央１丁目５‐１５

072‐772‐3137

宇治橋ミシン商会

兵庫県神戸市兵庫区上沢通１丁目１‐１０

078‐511‐9537

(有)水道筋宇治橋ミシン商会

兵庫県神戸市灘区水道筋２丁目１２

078‐861‐2967

田邨ミシン商会 イズミヤ西神戸店
(株)フジモト

兵庫県神戸市西区竜が岡１丁目２１番地１
イズミヤ西神戸店内
兵庫県宝塚市伊孑志１‐６‐２

078‐967‐5000
0797‐72‐3913

中国
店名

住所

電話番号

(株)瀬戸ブラザー

岡山県倉敷市児島駅前２丁目２７番地

086‐474‐6363

大鳥ミシン(株)

広島県広島市中区堀川町３‐１８

082‐244‐3400

(有)堀田ミシン商会

広島県福山市船町２‐４

084‐923‐1990

大鳥ミシン(株)岩国店

山口県岩国市麻里布１丁目４‐１６

0827‐21‐3400

(有)半田ミシン商会

山口県下松市南花岡７丁目９－１２

0833‐41‐0444

山口県光市浅江４丁目１番７号

（有）光ブラザー

浅江ショッピングセンター

0833 - 72 - 8788

九州・沖縄
店名
ソーイングアルファ

住所
福岡県北九州市門司区柳町２‐５‐５
ゆめマート門司店２階

電話番号
093‐371‐6182

(有)ブラザー黒崎

福岡県北九州市八幡西区椋枝一丁目１番５号

093‐616‐7287

(有)キューエイ商会

佐賀県鳥栖市大正町６８５－６

0942‐85‐1331

(有)ブラザーミシン佐賀

佐賀県佐賀市日の出１丁目１３－２９

0952‐32‐2318

ミシン一番店 長崎ショップ

長崎県大村市岩松町１１５４‐８７

0957‐54‐3693

ミシンセンター佐世保

長崎県佐世保市川下町１７２－１

0956‐48‐6556

(資)松田ミシン電気商会

長崎県諫早市東本町２番７号

0957‐23‐3030

(有)田北ミシン商会

大分県中津市日ノ出町１丁目３５３‐８

0979‐22‐0823

ミシンスーパー日田

大分県日田市元町１８－１１

0973‐23‐4182

(有)肥後ブラザー

熊本県山鹿市大字山鹿１６７７番地１

0968‐43‐2838

ミシン一番店

熊本県熊本市国府１丁目２１－３

096 - 371 - 8228

ミシンショップ日向

宮崎県日向市本町１６－１４

0982‐52‐3071

(有)山下ミシン商会

鹿児島県鹿児島市西田１丁目８－１

099‐251‐2787

山下ミシン商会 谷山店

鹿児島県鹿児島市東谷山２丁目２６－１５

099‐296‐7348

(有)大隅ブラザー 鹿屋店

鹿児島県鹿屋市笠之原町２９－１２

0994‐43‐9753

国吉総合ミシン

沖縄県那覇市樋川2丁目16‐21

098‐864‐2906

