専門店／北海道
❶平成25年5月

専

門

店

〒002-0856 北海道札幌市北区屯田六条12-6-1

11）
ジーベック滝川店

TEL.011-772-5000

〒073-0024 北海道滝川市東町4-98-1

7）
プロノ手稲店

TEL.0125-22-5529 FAX.0125-22-5592

〒006-0816 北海道札幌市手稲区前田六条12-

❶平成24年12月

12）
ジーベック八軒店

1-15
TEL.011-686-2011

〒063-0849 北海道札幌市西区八軒九条西11-

8）
プロノ小樽店

1-38
TEL.011-641-5529 FAX.011-641-5592
❶平成27年11月

〒047-0016 北海道小樽市信香町3-2
TEL.0134-25-7377
〒045-0011 北海道岩内郡岩内町栄180

ジーエムエイチ後藤被服㈱

ハミューレ㈱

（専門店）
【本社】〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条 （専門店）
【代表者】武居 秀幸
（代表取締役社長）
西16-16-6
【本社】
〒
007-0834
北海道札幌市東区北三十四
TEL.011-613-1851 FAX.011-613-7191
条東14-1-23
【URL】
http://www.xebec-group.co.jp/
【店舗数】全体：12店
【店舗概要】
プロストア

1）
ジーベック平岡店

〒063-0051 北海道札幌市西区宮の沢一条2-2-1

TEL.011-662-5529 FAX.011-663-5592
❶平成25年1月

6）
ジーベック石狩店
〒061-3253 北海道石狩市樽川三条1-22
TEL.0133-72-5529 FAX.0133-75-1010
❶平成15年3月

7）
ジーベック苫小牧東店
〒053-0054 北海道苫小牧市明野新町2-2-1

TEL.0144-53-5529 FAX.0144-53-5592
❶平成17年7月

8）
ジーベック苫小牧山手店

TEL.0135-62-6665

10）
プロノ江別店
〒069-0801 北海道江別市中央町12-16
TEL.011-382-0788

11）
プロノ岩見沢店

TEL.011-712-8300 FAX.011-712-8277
【URL】
http://www.hamure.co.jp/

〒068-0825 北海道岩見沢市日の出町24-1

【広報・連絡責任者】中橋 規子（管理部管理課
リーダー）

12）
プロノ滝川店

TEL.011-712-8300 FAX.011-712-8277
〒004-0874 北 海 道 札 幌 市 清 田 区 平 岡 四 条 【設立】昭和55年8月23日
1-43-9
【資本金】5,663万円
TEL.011-886-3929 FAX.011-886-3930
【年商高】
（平成27年8月決算）
❶平成12年10月
全体：65億9,606万円（102.6%）
【経常利益】
（平成27年8月決算）
2）
ジーベック東雁来店
〒007-0828 北 海 道 札 幌 市 東 区 東 雁 来 八 条 全体：1億3,689万円
【社員数】全体：社員150名（32.8歳） ❹202名
1-15-39
【店舗数】全体：30店(FC 6店)
TEL.011-790-5529 FAX.011-790-5592
【主力部門】作業服
❶平成18年12月
【役員】1）
代表取締役社長：武居 秀幸
3）
ジーベック厚別店
取締役相談役：武居 篤
〒004-0063 北海道札幌市厚別区厚別西三条 2）
3）取締役管理部長：殿村 寛司
3-1-21
4）取締役営業部長：中川 道博
TEL.011-801-5529 FAX.011-801-5539
5）取締役：今 憲行
❶平成22年10月
6）取締役：前田 泰
4）
ジーベック藻岩店
7）取締役：小野寺 昭則
〒064-0930 北海道札幌市中央区南三十条西
8）常勤監査役：楢木 共明
10-2-10
9）監査役：佐藤 紀夫
TEL.011-512-5529 FAX.011-512-5592
10）監査役：小笠原 博
❶平成24年12月

5）
ジーベック宮の沢店

9）
プロノ岩内店

【本部公休日】土曜･日曜
【店舗概要】

TEL.0126-32-1700
〒073-0032 北海道滝川市明神町2-1-24
TEL.0125-23-2511

13）
プロノ苫小牧店
〒053-0026 北海道苫小牧市幸町1-1-6
TEL.0144-38-8440

14）
プロノ恵庭店
〒061-1409 北海道恵庭市黄金南7-18-2
TEL.0123-33-2044

15）
プロノ室蘭店
〒050-0074 北海道室蘭市中島町3-17-2
TEL.0143-43-3331

16）
プロノ旭川東光店
〒078-8356 北海道旭川市東光16条5-3-22

TEL.0166-37-5566

17）
プロノ旭川末広店
〒071-8131 北海道旭川市末広1条8-1-28

TEL.0166-58-7050

18）
プロノ八雲店
〒049-3103 北海道二海郡八雲町豊河町24-4

TEL.0137-64-3944

19）
プロノ函館漁火通店

1）
プロノ札幌本店

〒042-0934 北海道函館市広野町3-6
TEL.0138-56-8822

〒007-0834 北海道札幌市東区北三十四条東

20）
プロノ函館美原店

14-1-1
TEL.011-752-0012

〒041-0806 北海道函館市美原3-52-1ケーズデ
ンキ内

2）
プロノ南郷店

TEL.0138-34-5065

〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通4丁目
北2−5

21）
プロノ帯広東店

プロストア

〒080-0804 北海道帯広市東四条南16-4-1

TEL.011-862-2744

TEL.0155-28-2000

3）
プロノ東苗穂店

22）
プロノ帯広西店

〒065-0042 北海道札幌市東区本町二条10-3-58

〒080-2472 北海道帯広市西二十二条南2-9-1

TEL.0155-37-1060

TEL.0144-74-4411 FAX.0144-74-9054
❶昭和51年3月

4）
プロノ発寒店

23）
プロノ北見店

〒063-0832 北 海 道 札 幌 市 西 区 発 寒 十 二 条

〒090-0016 北海道北見市大町26

9）
ジーベック登別店
〒059-0032 北海道登別市新生町3-10-17

2-8-40
TEL.011-671-8236

24）
プロノ釧路東店
〒088-0615 北海道釧路郡釧路町睦1-1-4

TEL.0157-69-1100

TEL.0143-86-5529 FAX.0143-87-1010

5）
プロノ平岡店

❶平成15年10月

〒004-0865 北 海 道 札 幌 市 清 田 区 北 野 五 条

TEL.0154-39-0678

10）
ジーベック岩見沢店

5-15-25
TEL.011-888-3391

25）
プロノ釧路西店

6）
プロノ屯田店

TEL.0154-55-2601

〒068-0030 北海道岩見沢市十条西2-19-1
TEL.0126-31-5529 FAX.0126-31-5592

ѸѸ

〒084-0912 北海道釧路市星が浦大通2-5-10-2
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専門店

TEL.011-783-5115

〒053-0851 北海道苫小牧市山手町1-2-2

専門店／千葉県
181）
イオンペット宮崎店

1-35ポートサイドタワー28F

〒880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 TEL.043-248-0089 FAX.043-248-1889
【URL】
http://www.yacs.jp/
イオンモール宮崎1F
【Email】guest@yacs.jp
TEL.0985-60-8028 FAX.0985-35-4712
【設立】昭和38年12月
❶平成24年8月31日
【資本金】4億9,100万円
182）
イオンペット都城駅前店
【取引銀行】千葉銀行, 千葉興業銀行, 京葉銀行,
〒885-0023 宮 崎 県 都 城 市 栄 町4672-5イ オ ン
みずほ銀行, 三菱東京UFJ銀行, 三井住友銀行
モール都城駅前1F
【関係会社／フランチャイズ】㈱ヤックスケア
TEL.0986-46-5725 FAX.0986-46-5726
サービス, ㈱フロンティアファーマシー , ㈱マ
❶平成20年12月1日
ニトバ, ㈱京葉商事, ㈲ヤックス物流センター
183）
イオンペット鹿児島店
【年商高】
（平成27年3月決算）
〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7イオン
全体：410億円
モール鹿児島1F
【社員数】全体：社員996名 ❹2,197名
TEL.099-263-1470 FAX.099-263-1472
【店舗数】全体：133店
❶平成19年10月2日 ∩平成25年11月23日
ＳＭ：4店
Dg.S：97店
㈲カワカ
薬局・薬店：1店
調剤薬局：21店
（プロストア）
スポーツ・アウトドア：10店
【代表者】飯島 嘉右衛門
（代表取締役社長）
【店舗所在県名】茨城県, 埼玉県, 千葉県, 東京
【本社】〒289-2504 千葉県旭市ニ-1693
都, 神奈川県
TEL.0479-62-1088 FAX.0479-60-1316
【商談日】水曜日
【URL】
http://www.kawaka.jp/
【本部公休日】土・日曜日、祝日
【資本金】1,000万円
※介護サービス事業は、関連会社の㈱ヤック
【店舗数】プロストア：1店
スケアサービスに移行した。
【店舗概要】
【店舗概要】
プロストア
スポーツ・アウトドア

1）
総合金物センターカワカ
〒289-2504 千葉県旭市ニ-1693

TEL.0479-62-1088 FAX.0479-63-4232
❼606坪

㈱クラブキャットファミリー
（ペット）
【本社】千葉県南房総市
※㈱ペットファーストのねこたまキャッツリ
1店を譲受。※
ビン
（(現)猫だ!カフェお台場店）
2014年頃、ペット1店を閉鎖した模様。

ＪＡ市原市農業協同組合
（農産物直売店）
（代表理事組合長）
【代表者】小茶 文夫
【本社】〒290-0073 千葉県市原市国分寺台中央

1-7-3
TEL.0436-23-8555 FAX.0436-23-8666
【URL】
http://www.ja-ichihara.or.jp/
【設立】昭和62年4月
【店舗数】農産物直売店：4店
※2012年12月、
ホームセンター事業から撤退。

1）
アタック5佐原店

1）
くださいな ちはら台店

1）
ファクトリーギア本店
〒277-0924 千葉県柏市風早1-3-7
TEL.04-7191-3392 FAX.04-7192-1650
❶平成7年

2）
ファクトリーギア豊橋店
〒441-8085 愛知県豊橋市青竹町字青竹38-1

TEL.0532-32-6430 FAX.0532-32-6466

TEL.0478-55-2036 FAX.0478-55-2037
❼149.7坪 ※ 百 円 均 一

3）
ファクトリーギア高崎店（ＦＣ）
〒370-0073 群馬県高崎市緑町4-5-8

2）
アタック5茂原早野店

❶平成12年11月

〒297-0037 千葉県茂原市早野1046-1

4）
ファクトリーギア横浜246店

TEL.0475-26-3371 FAX.0475-26-3372
❶平成8年12月 ❼302坪 ♤50台

〒225-0013 神 奈 川 県 横 浜 市 青 葉 区 荏 田 町

3）
アタック5新利根店
〒300-1415 茨城県稲敷市中山4367-3

TEL.027-370-5710 FAX.027-370-5709

116-1
TEL.045-911-9859 FAX.045-914-3859
❶平成13年12月 ∪平成18年12月

TEL.0297-87-6055 FAX.0297-87-6066

5）
ファクトリーギア広島店（ＦＣ）

❶平成10年8月13日 ❼276.7坪

〒739-2102 広島県東広島市高屋町杵原1071-3

4）
アタック5佐倉店
〒285-0025 千葉県佐倉市鏑木町1168

TEL.082-426-3861 FAX.082-426-3862
❶平成14年5月 ∪平成27年9月13日

TEL.043-485-1811 FAX.043-486-3852

6）
ファクトリーギア札幌店

5）
アタック5大原店

〒003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条
1-1-1イーアス札幌Ａタウン1F

〒298-0001 千葉県いすみ市若山46-1

TEL.0470-64-0030 FAX.0470-64-0031

6）
アタック5神栖店
〒314-0146 茨城県神栖市平泉527-36

〒294-0051 千葉県館山市正木字道免830

TEL.0436-52-7000 FAX.0436-52-7001
❶平成3年12月4日 ❼336坪 ♤100台 ⊇平成
24年12月19日 ※ホームセンターから業態転

8）
アタック5鎌取店

換。

9）
アタック5鴨川店

〒266-0011 千葉県千葉市緑区鎌取町114-30

TEL.043-292-4811 FAX.043-292-4833
〒296-0001 千葉県鴨川市横渚字鎌田105

TEL.011-816-5959 FAX.011-816-5159
❶平成16年3月 ∪平成20年11月

7）
ファクトリーギア東京店
〒110-0016 東京都台東区台東2-7-1安藤ビル1F

TEL.03-5812-5959 FAX.03-3837-5904
❶平成16年7月3日 ∪平成23年9月16日

8）
ファクトリーギアさいたま店
〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪2791

TEL.048-887-3659 FAX.048-871-2259
❶平成18年9月 ∪平成21年7月

9）
ファクトリーギアなんば店
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-7-23
広和ビル1F

TEL.04-7099-2077 FAX.04-7099-2088

TEL.06-6643-8859 FAX.06-6635-0859

10）
アタック5銚子芦崎店

❶平成20年4月12日

〒288-0861 千葉県銚子市芦崎町橋本455

10）
ファクトリーギアフォレオ博多店

TEL.0479-30-1352 FAX.0479-30-1353

〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂1-14-46
フォレオ博多2F

ѸѸ
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専門店

TEL.0470-27-5208 FAX.0470-27-5209

㈱千葉薬品

専門店（工具）

❶ 昭 和59年5月1日
併設

〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-2

（ドラッグストア）
（ＪＡＣＤＳ, ＡＪＤ）
【代表者】神﨑 彰道
（代表取締役社長）
【本社】〒260-8564 千葉県千葉市中央区問屋町

TEL.04-7139-2300 FAX.04-7139-2305
【URL】
http://www.factory-gear.com/
【設立】平成12年7月25日
【資本金】1,000万円
【取引銀行】みずほ銀行, 京葉銀行
【社員数】全体：社員45名（28歳）
【店舗数】工具専門店：11店(FC 2店)
【店舗所在県名】北海道, 宮城県, 群馬県, 埼玉
県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 愛知県, 大阪府,
広島県, 福岡県
※2011年10月、㈱エフ・ジー・アールより商
号変更。
【店舗概要】

〒287-0003 千葉県香取市佐原イ4187-1

7）
アタック5館山バイパス店

農産物直売店

TEL.03-5846-5131
【本部】〒270-1112 千葉県我孫子市新木1848-1

❶平成12年3月 ∩平成23年9月17日

TEL.0299-92-3796 FAX.0299-92-3797

【店舗概要】

ファクトリーギア㈱
（専門店（工具））
【代表者】高野倉 匡人（代表取締役）
【本社】〒110-0016 東京都台東区台東2-7-1安藤
ビル2F

