
都道府県

カインズ 店名

MAP 住所 電話番号

宮城県 仙台富谷店 仙台富谷店 地図 宮城県富谷市上桜木1-1-4 022-779-1225

玉造店 地図 茨城県行方市玉造甲661-2 0299-35-6707

岩瀬店 地図 茨城県桜川市友部872 0296-70-4446

北茨城店 地図
茨城県北茨城市関南町神岡下字南濱田261-1,262-1の各
一部

0293-30-4771

さくら氏家店 地図 栃木県さくら市氏家733、734、735のそれぞれ一部 028-681-7751

真岡店 地図 栃木県真岡市並木町1-10-8、9、10 0285-80-1991

大田原店 地図 栃木県大田原市若松町513-3 0287-20-5363

大平店 地図 栃木県栃木市大平町下皆川852-1 0282-45-2666

黒磯店 地図 栃木県那須塩原市共墾社共墾場123-13 0287-60-0102

アクロスプラザ西那須野
店

地図 栃木県那須塩原市太夫塚6-232-480 0287-39-6251

西那須野店 地図 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-13 0287-39-3207

今市店 地図 栃木県日光市豊田358-2 0288-30-5059

益子店 地図 栃木県芳賀郡益子町七井中央16番地2 0285-70-2351

安中店 地図 群馬県安中市中宿2115-1 027-395-0531

宮子カインズ前店 地図 群馬県伊勢崎市宮子町3146 0270-30-3733

宮子ベイシア前店 地図 群馬県伊勢崎市宮子町3419-5 0270-22-1437

赤堀店 地図 群馬県伊勢崎市市場町2-904-1、3 0270-20-8048

佐波東店 地図 群馬県伊勢崎市西小保方町231番地 0270-70-5100

甘楽店 地図 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島字遠藤816-1 0274-70-4110

吉井店 地図 群馬県高崎市吉井町池45-1 027-386-0007

高崎新保店 地図 群馬県高崎市日高町1054-1 027-395-0742

鯉沢店 地図 群馬県渋川市白井2252-1 0279-60-7251

渋川店 地図 群馬県渋川市有馬字中井270 0279-60-6271

沼田店 地図 群馬県沼田市久屋原町字吉野469-1 0278-22-1718

前橋岩神店 地図 群馬県前橋市岩神町2丁目589-20 027-289-9064

前橋みなみモール店 地図 群馬県前橋市亀里町2011 027-265-6250

前橋店 地図 群馬県前橋市上泉町681-6 027-210-1101

前橋みなみインター店 地図 群馬県前橋市新堀町47-1.75-3 027-290-3520

前橋元総社店 地図 群馬県前橋市総社町総社3092-3 027-226-5502

富士見店 地図 群馬県前橋市富士見町原之郷字新川669－1 027-230-5055

尾島店 地図 群馬県太田市安養寺町21 0276-30-7021

藤岡店 地図 群馬県藤岡市森350-1 0274-50-8270

富岡店 地図 群馬県富岡市黒川676-3 0274-89-1080

大泉店 地図 群馬県邑楽郡大泉町坂田1624-2 0276-20-1345

月夜野店 地図 群馬県利根郡みなかみ町下牧490 0278-20-2411

大利根店 地図 埼玉県加須市琴寄字下川島35-4の一部 0480-78-0502

栗橋店 地図 埼玉県久喜市栗橋東６丁目3228-2 0480-55-0320

行田店 地図 埼玉県行田市大字持田789-1 048-564-6762

新座店 地図 埼玉県新座市大和田　三丁目1番8号 048-481-8723

川本店 地図 埼玉県深谷市長在家字二畝歩1802、1803、1804 048-578-2370

鶴ヶ島店 地図 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町2-1-1 049-272-5153

高坂店 地図 埼玉県東松山市あずま町３丁目１番地 0493-81-4375

滑川店 地図 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾字蔵之前2700 0493-57-0170

川島店 地図 埼玉県比企郡川島町大字上伊草224-1 049-299-3481

嵐山店 地図 埼玉県比企郡嵐山町大字平澤697 0493-61-2012

大原店 地図 千葉県いすみ市日在271-1 0470-60-9031

酒々井店 地図 千葉県印旛郡酒々井町飯積1丁目2-9 043-310-7516

鴨川店 地図 千葉県鴨川市貝渚337 04-7098-2881

小見川店 地図 千葉県香取市野田425-1 0478-80-1125

佐倉店 地図 千葉県佐倉市寺崎北6丁目11番地2 043-483-5101

大網白里店 地図 千葉県山武郡大網白里市大網字亀田237 0475-70-8920

市原五井店 地図 千葉県市原市更級3丁目1番地72 0436-20-6500

ちば古市場店 地図 千葉県千葉市緑区古市場町910番地7 043-209-5821

八日市場店 地図 千葉県匝瑳市八日市場ハ969-2 0479-70-0501

銚子店 地図 千葉県銚子市芦崎町933-1 0479-30-1961

長生店 地図 千葉県長生郡長生村金田3107番地 0475-30-1862

富津店 地図 千葉県富津市青木1721 0439-88-6190

東京都 町田多摩境店
町田多摩境店資材館

町田店 地図 東京都町田市小山ケ丘2-2-20 042-798-4288

長岡店 地図 新潟県長岡市南七日町56-5 0258-42-8353

豊栄店 地図 新潟県新潟市北区葛塚3077-1 025-384-5975

豊科店 地図 長野県安曇野市豊科南穂高754-3 0263-71-3671

堀金店 地図 長野県安曇野市堀金烏川4974-1 0263-71-3750

佐久平店 地図 長野県佐久市佐久平駅南18-1 0267-66-3551

小諸店 地図 長野県小諸市大字滋野甲70-2 0267-26-0583

中野小布施店 地図 長野県上高井郡小布施町大字都住字遠徳2442-1 026-247-1151

大町店 地図 長野県大町市常盤4831-6 0261-21-3701

長野稲田店 地図 長野県長野市稲田2丁目56-31 026-219-2426

飯山店 地図 長野県飯山市大字静間1978-1 0269-81-3615

大東店 地図 静岡県掛川市大坂542-1 0537-72-8172

浜松雄踏店 地図 静岡県浜松市西区雄踏町宇布見4213 053-597-0370

浜松都田店 地図 静岡県浜松市北区新都田3-1-3 053-428-8080

三好店 地図 愛知県みよし市三好根浦町4丁目6-45 0561-33-0322

オレンジロード蒲郡店 地図 愛知県蒲郡市蒲郡中部土地区画整理４３街区５ 0533-56-9657

蒲郡店 地図 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田1-47 0533-66-0151

常滑店 地図 愛知県常滑市常滑多屋土地区画整理事業地内２３街区 0569-36-1872

岐阜県 関店 関店 地図 岐阜県関市小屋名1456 0575-27-2701

三重県 みえ川越インター店 みえ川越店 地図 三重県三重郡川越町大字北福崎145-1 059-361-1060

京都府 木津川店 木津川店 地図 京都府木津川市州見台1-1-1 0774-75-2855

滋賀県 彦根店 彦根店 地図 滋賀県彦根市馬場2-1-1 0749-21-3666
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