アピデ 株式会社
ギフトリビング用品総合卸
住所

〒 540-0003
央 1-9-7

TEL

06-6943-1283

FAX

06-6945-1765

HP アドレス
代表者
設立

株式会社 ハリカ

企画・販売

ギフト総合卸

大阪府大阪市中央区森ノ宮中

200 名

主要銀行

三井住友銀行

加盟団体

日本ギフトサプライヤー協会

年商

取扱品目

ファンシー、バラエティギフト（１%） バッグ、
袋物（１%） 装飾品、アクセサリー類（１%）
タオル、繊維製品（25%） 陶器、硝子器（５%）
漆 器（ １%） キ ッ チ ン 用 品（10%） 日 用 雑
貨（10%） インテリア雑貨（５%） 電気製品
（10%） 輸入雑貨（１%） 菓子、食品（30%）

仕入担当部署

03-6892-8511

資本金

業態

販売用途

FAX

設立

大卸／ギフト問屋 パーソナルギフト 文具
玩具 繊維 アクセサリー バッグ 生活雑貨
陶器 硝子器 インテリア 食品

販売先

03-3962-2111

代表者

昭和 23 年８月

従業員数

TEL

HP アドレス

中村健輔

１億円

〒 173-8512

E-mail

http://www.apides.co.jp/

資本金

住所

専門店（8 5 % ） 消費者（３% ） その他（1 2 % ）
パーソナルギフト（20%） 販促ギフト（10%）
冠婚葬祭ギフト（30%） 内祝ギフト（10%）
中元・歳暮（20%） その他（10%）

川原

販売地域

全国

各営業所

仙台、新潟、東京、名古屋、大阪、広島、高松、
福岡

チェーン店形式 直営（３店）

9,000 万円
78 億 7,600 万円

業態

大卸／ギフト問屋

取扱品目

タ オ ル、 繊 維 製 品（30 %） 陶 器、 硝 子 器
（10%） 漆器（５%） キッチン用品（10%）
イ ン テ リ ア 雑 貨（10%） 電 気 製 品（ ５%）
菓子、食品（30%）

販売先

専門店（40%） 量販店（20%） 仲間卸（同
業他社）（2 0 % ） その他（2 0 % ）

具体的な販売先 ＦＣ代理店、式場
冠婚葬祭ギフト（30%） 内祝ギフト（30%）
中元・歳暮（30%） その他（10%）
営業企画部

担当者名

安田直人

販売地域

全国

販売形態

現金販売（10%） 仲間卸（90%）

各営業所

札幌、仙台、名古屋、福山、福岡
FC（120 店） 直営（２店） 自社年商におけ
るチェーン店への卸分構成比（30%）
トータルカタログ
用途 総合
商品点数 3600 点

天使のおくりもの
用途 出産祝いのお返しギフト

発行カタログ

ブライダルカタログ「ブレス」
用途 ブライダル

紫織カタログ
用途 仏事
商品点数 1200 点

チョイス＆チョイス
用途 チョイスカタログギフト
商品点数 8500 点

ベストセレクションカタログ
用途 仏事
中元・歳暮カタログ
用途 中元・歳暮

エラボッカ
用途 フリーチョイスギフトカタログ

特色

アンジュ
用途 出産内祝用 フリーチョイスギフトカタログ

特色

昭和 36 年９月 22 日

三井住友銀行小石川支店

アピデ総合ギフトカタログ
用途 パーソナルギフト

発行カタログ

原口昭子

主要銀行

チェーン店形式

ブランド・商標 アピデ

http://www. harika.co.jp/

185 名

販売担当部署

担当者名

n-yasuda@harika.co.jp

従業員数

販売用途

ギフト商品部

東京都板橋区板橋 1-47-5

パーソナルギフトからノベルティギフトまで幅
広く、商品を取り扱っている。また、金物、繊維、
食品で多数のオリジナル商品を開発している。
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ハリカギフトチェーンの統括本部、フォース
ターギフトサロンの運営、贈答品、記念品の企
画・卸売業。

ギ
フ
ト
問
屋

■ 株式会社キデイランド

〒 102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5 ヒューリック九段ビル 9F TEL.03-6261-5501 FAX.03-5215-3152

キデイランド
青森店
〒 038-0006

青森県青森市三好 2-3-19 マエダ ガーラモール 2F

017-761-7000

福井店
〒 910-0838

福井県福井市新保北 1-303 ワイプラザ 2F

0776-52-6836

武生店
〒 915-0094

福井県越前市横市町 28-14-1 ワイプラザ武生店 2F

0778-21-2682

原宿店
〒 150-0001

東京都渋谷区神宮前 6-1-9 原宿表参道

03-3409-3431

ヴィーナスフォート店
〒 135-0064 東京都江東区青海 1-3-15 ヴィーナスフォート 2F

03-3599-3570

光が丘店
〒 179-0072

03-3976-7701

東京都練馬区光が丘 5-1-1 光が丘 IMA 2F

BOOKS 亀有店
〒 125-0061 東京都葛飾区亀有 3-49-3 アリオ亀有アリオモール 2F

03-3601-7201

吉祥寺店
〒 180-0004

0422-29-2150

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-11-5 コピス吉祥寺 6F/A 館

二子玉川店
〒 158-0094 東京都世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 6F

03-5717-9111

池袋サンシャインシティ店
〒 170-6002 東京都豊島区東池袋 3-1-2

03-5952-5311

サンシャインシティアルパ 2F

港北ニュータウン店
〒 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 5-1 港北 TOKYU ショッピングセンター 2F

045-944-5074

武蔵小杉店
〒 211-0004

044-433-0301

神奈川県川崎市中原区新丸子東 3 -1135 グランツリー武蔵小杉 4F

ららぽーと湘南平塚店
〒 254-0031 神奈川県平塚市天沼 10-1 ららぽーと湘南平塚 3F

0463-23-2640

新越谷店
〒 343-0845

埼玉県越谷市南越谷 1-11-4 新越谷ヴァリエ 2F

048-961-3305

埼玉羽生店
〒 348-0039

埼玉県羽生市川崎 2-281-3 イオンモール羽生 3F

048-560-7210

ららぽーと富士見店
〒 354-8560 埼玉県富士見市山室 1-1313 ららぽーと富士見 3F

049-255-5915

浦和美園店
〒 336-8760

埼玉県さいたま市緑区美園 5-50-1 イオンモール浦和美園 3F

048-812-3286

宇都宮店
〒 321-0962

栃木県宇都宮市今泉町 237 福田屋ショッピングプラザ宇都宮店 3F

028-650-4075
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フジキコーポレーション株式会社
本部・本店 所在地 〒 699-0193
代表者

島根県松江市東出雲町意宇南 2-1-1

藤原茂紀

TEL

0852-61-1280

FAX

0852-61-1270

E-mail

fjkic@fujikicorp.co.jp

HP アドレス

http://mondawa.jp/

設立

昭和 52 年１月 20 日

資本金
年商

4,000 万円
21 億 7,277 万円

主要銀行

山陰合同銀行島大前支店

従業員数

社員（36 名）

パート（契約 73 名）

店舗（事務所）数：９（本部１含）
最大店舗の売場面積：300 坪
店舗概要

店頭売上と外商売上の比率：店頭 90.2%

外商（仏事）9.8%

平均客単価：0.8 万円
顧客年齢層：男性 20 歳代 〜 70 歳代、女性 20 歳代 〜 70 歳代
仕入先
仕入担当

西川、ハーモニック、三井食品、ロワール、アピデ
担当部署

店舗統括部

担当者名

松原、大下

結婚内祝・引出物（11.7%）／中元・歳暮（14.1%）／出産内祝（7.7%）／

売上に占める
仏事（40.8%）／快気祝い（4.8%）／各種お祝い（1.8%）／
用途別比率
記念品・粗品（5.7%）／その他 13.4％
ギ
フ
ト
直
販
店

売上に占める
店舗合計 59.4％／法人営業部門 39.5％／その他 1.1％
販売先比率
仕入先状況 ギフト相当卸問屋（30%）／各種専門問屋（50%）／メーカー（20%）
チェーン店形式 FC（サーティワンアイス２店）／直営（６店）
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ギフトカタログ 発行元別リスト
発行元名
ア

所在地

FAX

581-0066

大阪府八尾市北亀井町 3-2-21

072-990-5505

072-990-5525

AT コレクション

㈱アイセン

642-0014

和歌山県海南市小野田 258

073-487-0100

073-487-3111

Gift Collection

㈱アイトー
㈱アイトー

㈱アイナック

㈱あいんシステムズ
㈱青島文化教材社
㈱アオバ
㈱青山

541-0043
488-0022
140-0004
581-0813
487-0025

420-0922
917-0017
460-0008

㈱青山ガーデン

101-0062

㈱あかしや

630-8016

㈱アクティー

454-0838

㈱浅川製作所

125-0062

㈱秋田銘商

014-0341

アサヒ・インターナショナル㈱ 166-0003
㈱アサヒ企画

556-0006

アップリカ葛西㈱

542-0082

㈱アソボット

150-0001

大阪府大阪市中央区高麗橋 2-5-10
愛知県尾張旭市狩宿新町 1-1
東京都品川区東品川 4-13-24
大阪府八尾市泉町 1-12-3

愛知県春日井市出川町 2-26-1

静岡県静岡市葵区流通センター 12-3
福井県小浜市羽賀 41 号 8-2

愛知県名古屋市中区栄 3-10-34

東京都千代田区神田駿河台 2-9
KDX お茶の水ビル２F

06-6221-5883

0561-53-1529
03-3472-9511

072-999-3651
0568-52-0004
054-263-2462
0770-52-3884
052-242-1141

06-6221-5884

0561-54-2394
03-3472-8374

072-998-8734
0568-51-9874
054-263-2521

0770-52-3909
052-242-1148

（チ）＝チョイスギフト
（食チ）＝食品チョイスギフト

カタログ名

㈱アーテック

㈱アートビジネス

SP ＆ Gift collection
ギフトカタログ、ダイアン・ハリソン
Precious Gift

PREMIUM COLLECTION
販促開運物語
GIFT BOX

AOBA HASHI COLLECTION
GIFT & FLORAL

03-5244-5701

03-5244-5702

ガーデナーズジャパン通販カタログ

奈良県奈良市南新町 78-1

0742-33-6181

0742-33-0016

奈良・筆匠あかしや製品カタログ

愛知県名古屋市中川区太平通 7-11-1
ACTY ビル

052-365-1911

052-365-1912

ＳＰ生活情報誌「ブックス」

03-3838-2111

03-3838-2110

グリーミング・ハウス

03-5913-8842

03-5913-8843

PRODUCT LINEUP

大阪府大阪市浪速区日本橋東 3-10-14

06-6631-4780

06-6631-3559

means

大阪府大阪市中央区島之内 1-13-13

06-6245-2571

06-6245-9606

アップリカの育児書

秋田県仙北市角館町雲然山崎 60-1

東京都葛飾区青戸 7-1-22

東京都杉並区高円寺南 2-20-19
大野ビル１F
東京都渋谷区神宮前 6-8-4 2F

アデッソ㈱

143-0016

東京都品川区南大井 6-17-10
大森レインボービル 2F

㈱アデリー

742-0021

アピデ㈱

540-0003

0187-54-4180

03-6433-5895

0187-54-1966

03-6433-5896

山桜

hello life !

03-5762-8757

03-5718-2380

CONCEPT GIFT

山口県柳井市柳井 1171-1

0820-23-7711

0820-23-9512

うましま（食チ）、やさしいごちそう（食チ）、
すい〜ともぐもぐ（食チ）
、ぶちうま！山口（チ）、
cocoroto、with sweets、Peck（食チ）

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 1-9-7

06-6943-1283

06-6945-1765

アピデ総合カタログ、ベストセレクション、景
品雑貨読本、ブライダルカタログ・ブレス、天
使のおくりもの、
エラボッカ（チ）、
アンジュ（チ）、
パリム（チ）、プチアンジュ（チ）

㈱アプコ

675-8688

兵庫県加古川市野口町水足 171-1

079-421-3020

079-421-3113

㈱アライヴ

105-0003

東京都港区西新橋 1-12-8
西新橋中ビル 6 階

アプコ選べるギフト（チ）、グルメ選べるギフ
ト（食チ）
、Co × Co シリーズ（食チ）
、Co ×
Co 和シリーズ（食チ）、コンパクトシリーズ み
んなでワイワイ選べるギフト（チ）
、CARD de
GIFT（チ）

03-5510-3838

03-5510-3837

Heart to Heart Communication

大阪府堺市中区八田寺町 476-3

072-260-2121

072-272-0400

アルス 総合刃物カタログ

岐阜県多治見市姫町 3-162

0572-27-9111

0572-27-6777

愛知県岩倉市川井町 1880

0587-37-2064

0587-37-2190

0572-55-1203

0572-55-1837

遊陶ピア、ONE COIN

東京都港区芝 5-13-18 M.T.C ビル 3F

03-5446-9530

03-5446-3248

IDEA INTERNATIONAL SHOWCASE

大阪府八尾市東山本新町 8-15-5

072-992-9981

072-992-9987

イモタニギフトカタログ

アルスコーポレーション㈱ 599-8267
㈱アンシア

507-8561

石塚硝子㈱ハウスウェアカンパニー 482-8510
㈱一久

509-5171

㈱イデアインターナショナル 108-0014

㈱イマジン

104-0041

岩尾磁器工業㈱

844-8555

㈱イモタニ

ギ
フ
ト
カ
タ
ロ
グ
リ
ス
ト

TEL

※2019年3月18日現在の情報です

㈱いわさき

㈱イワタリョウ

581-0866
546-0042
581-0868

イワタニアイコレクト㈱

541-0035

㈱ウチダ

763-0095

㈲うるし工芸 藤

916-0043

㈱馬印

㈱エイアンドエフ
㈱エイコー

454-0011
160-0022

390-8610

㈱エイチ・エヌ・アンド・アソシエイツ 421-0112

エーワン合同会社

141-8684

エスパック㈱

136-0071

エコール流通グループ㈱

103-0003

岐阜県土岐市泉北山町 3-11
土岐美濃焼卸商業団地

東京都中央区新富 2-7-4 吉本ビル 9F
佐賀県西松浦郡有田町中部丙 1436-2

大阪府大阪市東住吉区西今川 1-9-19
大阪府八尾市西山本町 1-2-35

大阪府大阪市中央区本町 3-4-8
東京建物本町ビル 5F

03-3206-0061

0955-43-2111
06-6714-2524

072-999-2345

03-3206-0063

0955-43-2661
06-6714-0579

072-995-0007

06-6261-7114

06-6261-7531

香川県丸亀市垂水町 3001-2

0877-28-7811

0877-28-7311

福井県鯖江市定次町 342-1

0778-53-0022

0788-52-2253

愛知県名古屋市中川区山王 3-16-27

052-322-2811

東京都新宿区新宿 6-27-56 新宿スクエア 8F 03-3209-7575
長野県松本市島内 3314

0263-47-2226

東京都品川区北品川 6-7-29

0120-112-621

静岡県静岡市駿河区東新田 1-5-44
東京都中央区日本橋横山町 9-15
東京都江東区亀戸 2-24-3

054-268-3330
03-3663-3906
03-6715-7720
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052-322-3344
03-3209-7250
0263-47-3374
054-268-3332

0120-282-369
03-3663-3908
03-6715-7721

アンシア総合カタログ、グローバルギフト、ザ・
ブライダル、ブロッサムセレクトギフト（チ）
ADERIA 総合カタログ、津軽びいどろ

フラワーアレンジメントカタログ
イワオ ベセラコレクション

SUCCESS MANUAL、REPLICA FOOD

P re m iu m（L if e C re a t io n G o o ds ）

グルメ産直便（夏ギフト、冬ギフト）、ごちそう
紀行（食チ）
ステップ 21

UMAJIRUSHI CATALOGUE
Gallery J

A&F COUNTRY 総合カタログ

GLORY FAMILY 商品カタログ
FOOD'S FOOD COLLECTION
ラベルシール＆カード

エーワン総合カタログ

エコールオフィス用品、オフィスビィーとくする
S-PACK

