
製造販売ライセンシーリスト

契約カテゴリー 企業名 電話番号 お問い合わせURL

スポーツアパレル、スポーツグッズ アシックスジャパン株式会社 0120-068-806 URL

ゴルフボール、ゴルフ用品、テニス用品 ブリヂストンスポーツ株式会社 0120-116-613 URL

ナイトウエア、エプロン、浴衣、甚平 株式会社カイタックファミリー 0120-66-2240 URL

スーツ 株式会社AOKI  0120-13-7888 URL

ファッションアパレル 株式会社ヤギ 03-3667-4173 URL

ネクタイ類 アラ商事株式会社 03-3639-0129 URL

革製品 株式会社守屋 03-3866-0001 URL

ハンカチ ブルーミング中西株式会社 0120-030-632 URL

うちわ、扇子 四国団扇株式会社 03-6674-1698 URL

男性用下着、子供用下着 株式会社レナウンインクス 03-4521-8097

ソックス 株式会社ナイガイ 03-3634-0781 URL

傘、帽子、スカーフ、レイングッズ ムーンバット株式会社 03-3556-6810 URL

傘、レイングッズ 株式会社小川 052-962-9321 URL

帽子、ハチマキ、手ぬぐい 株式会社栗原 0120 -810-041 URL

サングラス 山本光学株式会社 06-6783-7818 URL

バッグ、財布、ポーチ ヤング産業株式会社 06-6700-1151 URL

バッグ、財布、ポーチ 株式会社イーカム 092-477-2885 URL

会場マップ 株式会社ゼンリン 0120-210-616 URL

学校用教材 株式会社日本標準 042-984-1422 URL

フラッグ 東京製旗株式会社 03-3626-2737 URL

ピンバッジ 株式会社ステーツ 03-6300-9781 URL

ピンバッジ 株式会社ソニア 03-5730-2662 URL

キーホルダー、根付・ストラップ、マグネット、シール 株式会社藤二誠 0120-32-6115 URL

キーホルダー、根付・ストラップ、マグネット、シール 株式会社あすなろ舎 046-275-2293 URL

記念刻印メダリオン 株式会社オークコーポレーション 03-5365-1116 URL

カレンダー、パズル、ステッカー 株式会社エンスカイ 048-932-4992 URL

フェイスシール 株式会社トレミール 03–5114–3755

日本人形、和雑貨 株式会社吉德 03-3851-0161 URL

カメラアクセサリー（バッグ、クロス） 株式会社エツミ 03-3269-6641 URL

双眼鏡、オペラグラス 株式会社ビクセン 04-2969-0222 URL

双眼鏡 株式会社ケンコー・トキナー 03–6840–3389 URL

カメラアクセサリー（三脚） ベルボン株式会社 0551-25-6155 URL

ファンシー雑貨類 株式会社ケイカンパニー 06-6767-3996 URL

カー用品 株式会社セイワ 03-3877-5546 URL

ペット用品 株式会社スリーアローズ 03-5740-8818 URL

文具類 サンスター文具株式会社 03-3872-7141 URL

文具類 コクヨ株式会社 0120-201-594 URL

文具類 ナカバヤシ株式会社 0120-166-779 URL

筆ペン 株式会社あかしや 0742-33-6181 URL

虫ケア用品 アース製薬株式会社  0120-81-6456 URL

ヘルスケア 久光製薬株式会社 0120-133-250 URL

寝具類 株式会社エアウィーヴ  0120-824-811 URL

食器、陶器、テーブルウェア 前畑株式会社 0572-21-1111 URL

樹脂ランチ類 スケーター株式会社 0742-63-2040 URL

箸類 株式会社兵左衛門 0120-194-846 URL

タオル類 丸眞株式会社 052-793-1720 URL

スリッパ ニッポンスリッパ株式会社 03-5851-2050 URL

耐熱水筒、マグカップ サーモス株式会社 057-006-6966 URL

ステンレス食器、爪切り、包丁 株式会社ヤクセル 0575-22-3411 URL

ホームインテリア類 興和株式会社 06-6204-6044 URL

ぬいぐるみ 株式会社セガトイズ 0570-057-080 URL

ぬいぐるみ 株式会社サン・アロー 0120-853-174 URL

アミューズメントプライズ 株式会社セガ・インタラクティブ 0120-680-043 URL

玩菓、コレクションカード、子供用水着 株式会社バンダイ 0570-041-101 URL

プラモデル 株式会社バンダイ・スピリッツ 0570-078-001 URL

ナノブロック、回転絵合せパズル 株式会社カワダ 03–3209–8364 URL

木製玩具 株式会社ディンギー 078-252-7881 URL

ミニカー、人形、鉄道模型 株式会社タカラトミー 0570-041-031 URL

カプセル玩具 株式会社タカラトミーアーツ 0570-041-173 URL

けん玉 有限会社山形工房 0238-84-6062 URL

小判、御杯、オーナメント、メダリオン 松本徽章工業株式会社 03-3842-6161 URL

ジュエリー、小判 株式会社ナガホリ 03-3839-7321 URL

ジュエリー 相田化学工業株式会社 042-366-8661 URL

メダリオン 一般社団法人日本金地金メダリオン協会 03–5419–6081

洋菓子 株式会社グレープストーン 03-5347-0230 URL

スポーツ用品

アパレル

服飾雑貨

文具

貴金属

菓子

家庭用品/テーブルウェア

地図/出版/教材

雑貨/土産物

玩具

http://www.asics.com/jp/ja-jp/support/contact
https://www.bs-sports.co.jp/callcenter/contact/index.html
http://www.caitac.co.jp/inquiry/
https://www.aoki-style.com/static/support/contact.html
https://ssl.swcms.net/yagiPublic/Inquiry.html
https://www.aranet.co.jp/contact/
https://www.moriya-japan.com/contact/
https://www.blooming.co.jp/contact
http://www.dansen.co.jp/contact/contact.html
https://www.naigai.co.jp/contact/customer/
https://www.moonbat.co.jp/mail/
http://www.ogawa-rain.com/btoc/
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=oht-perfs-0787e1807d4f863ef0c0bd4029a60f8d
https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/contact/
http://www.young.co.jp/inquiry/
http://ecome.co.jp/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/
https://www.zenrin.co.jp/contact/index.html
https://www.nipponhyojun.co.jp/faq
http://www.tospa.co.jp/cp-bin/phpformmail/
http://states.jp/kaisyagaiyou.html
http://www.sonia-co.com/form
http://www.fujisey.co.jp/contact/
http://gotochikitty.com/contact/
http://www.auc-cop.co.jp/contact/
https://www.ensky.co.jp/support/
https://www.yoshitoku.co.jp/contact/
http://www.etsumi.co.jp/contact
https://www.vixen.co.jp/contact/
https://www.kenko-tokina.co.jp/address.html
https://fs223.formasp.jp/y274/form1/
http://www.kcompany.co.jp/contact/index.php
https://www.seiwa-c.co.jp/contact/
http://www.iampet.com/company/
https://www.sun-star-st.jp/sscmssys/inquiryentry
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mckh-qfkem-46af8baa3344a116d88119e1cab0543c
https://www.nakabayashi.co.jp/support/
http://www.akashiya-fude.co.jp/090_contact/
https://www.earth.jp/support/contact/index.html
http://www.hisamitsu.co.jp/help
https://airweave.jp/contact/index.shtml
http://maebata.jp/contact/
http://www.skater.co.jp/support/index.html
https://www.hyozaemon.co.jp/contact/
http://marushinkk.co.jp/form.php
http://www.nippon-slipper.com/contact/
https://www.thermos.jp/support/order.html
https://www.yaxell.co.jp/contact/form1.html
https://www.kowa.co.jp/contact/index.htm
http://www.segatoys.co.jp/support/
https://www.sun-arrow.com/cgi-bin/contact/mail.cgi
https://sega.jp/contact/location2/
https://support.bandai.co.jp/s/contact
https://support.bandaispirits.co.jp/s/contact
http://www.diablock.co.jp/diablock/contact/
https://dinghy.co.jp/contact/
https://www.takaratomy.co.jp/support/other.html
https://www.takaratomy-arts.co.jp/support/contact.html
http://www.kendama.co.jp/contact.html
https://www.matsumoto-kisho.co.jp/contact/index.html
http://www.nagahori.co.jp/contact
https://www.aida-j.jp/contact
https://www.grapestone.co.jp/contact/


クッキー 株式会社コロンバン 0120-55-4282 URL

羊羹 株式会社虎屋 0120-45-2002 URL

物産菓子 株式会社大藤 03–3891–1246 URL

物産菓子 株式会社ショウエイ 03–5813–0771 URL

物産菓子 株式会社長登屋 03–5534–7377 URL

バームクーヘン等 株式会社ユーハイム 078–302–1001 URL

フルーツ菓子（ゼリー・フルーツ製菓・せんべい） 株式会社宗家源吉兆庵 0120-277-327 URL

カステラ・どら焼き 株式会社文明堂東京 03-3351-0002 URL

菓子（チョコレート） 株式会社明治  0120-041-082 URL

米菓 株式会社常盤堂雷おこし本舗 03–3876–5656 URL

伝統工芸品 伝統的工芸品及び地域特産品 株式会社47ＣＬＵＢ 03-5148-4752 URL

株式会社ギャンビット 03-3547-3433

株式会社Dスポーツマーチャンダイジング 03-6457-9158

株式会社マッス 03-5846-9400

東京2020オリジナル(OMD)

菓子

https://www.colombin.co.jp/contact/
https://www.toraya-group.co.jp/onlineshop/contact/
http://www.omiyage-daito.com/form/call.cgi
https://www.shoei-food.com/contactus/
http://www.nagatoya-gift.com/contact/
https://www.juchheim.co.jp/inquiry/
http://www.kitchoan.co.jp/site/enquiry/index.cgi?t=1
https://www.bunmeido.co.jp/contact/
https://www.meiji.co.jp/support/inquiry/
https://tokiwado.tokyo/mail_form/mail_contact.html
https://www.47club.jp/contact/contact/

