株式会社ロゴスコーポレーションでは、インターネットにおける販売トラブルを未然に防止し、お客
様が安心してお買い求めになれる販売店を認証する「ロゴス製品正規ＷＥＢ販売店制度（LOGOS
Approval Shop）」を設けています。
お買い上げ後に発生した万一の商品不具合にも、 第一報を受ける窓口としてご対応いただいて
いる販売店です。安心してお買い求めくださいませ。

ロゴス製品正規ＷＥＢ販売店には、シリアルナンバー入りのロゴマークが配布されます。販売店の
トップページなどで、認証ロゴマークの表示をご確認いただけます。

株式会社ロゴスコーポレーションがインターネット上で販売を認証した「正規ＷＥＢ販売店」をご紹介いたします。（2020年3月31日更新）

シリアルナンバー

11510654
18200654
18860654

35430654

35559300

37250654

37380654

37560654

販売店名

URUMA（楽天市場）
ナフコオンラインストア
ナフコオンラインストア（楽天市場）
ホームプラザ ナフコ オンラインショップ（amazon）
oupace（楽天市場）
Will Factory（amazon）
oupace（ポンパレモール）
サプライズワールド(楽天市場)
サプライズワールド（Yahoo！ショッピング）
ジュエルワールド(楽天市場)
パーティワールド
パーティーワールド(楽天市場)
パーティーワールド（Yahoo！ショッピング）
釣具のアングル（楽天市場）
釣具のアングル（Yahoo！ショッピング）
アングルWEB店（amazon）
釣具のアングル（au Wowma！）
自然大好き！ニッチ・リッチ・キャッチ
ニッチ・エクスプレス(niche-express)（楽天市場）
ニッチ・リッチ・キャッチ （PayPayモール）
自然大好き！ニッチ・リッチ・キャッチ（amazon）
ニッチ・リッチ・キャッチの通販（ポンパレモール）
おおさネイチャークラブ
アウトドア天国（Yahoo！ショッピング）
アウトドア天国（楽天市場）
アウトドア天国（amazon）
あっと！ テラフィ
あっと！テラフィ （楽天市場）
あっと！テラフィ （PayPayモール）
サンテクダイレクト（楽天市場）
サンテクダイレクト（Yahoo！ショッピング）
サンテクダイレクト（au Wowma！）
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シリアルナンバー

38190654

40690654

42330654

43180080

43220654

43560654

43660654

43792019

43793032

43799205

43799206

43799208

43799301

販売店名

クロスキャンパー
クロスキャンパー（楽天市場）
WINS SHOP(楽天市場)
ウィンズ（Yahoo！ショッピング）
ウィンズ&クロスキャンパー（amazon）
さんかく草
さんかく草（Yahoo！ショッピング）
ナチュラム本店
ナチュラム（楽天市場）
ナチュラム(PayPayモール）
ナチュラム（Yahoo!アウトドア専門店）
ナチュラム（Yahoo!アパレル専門店）
ナチュラム本店（amazon）
ナチュラム（ポンパレモール）
フィッシングマックス
フィッシングマックス(楽天市場)
フィッシングマックス（PayPayモール）
輸入バイクパーツ卸 TWINTRADE WEB本店
輸入バイクパーツ卸TWINTRADE（楽天市場）
輸入バイク&パーツ卸ツイントレード（Yahoo！ショッピング）
TWINTRADE（amazon）
バイクパーツキング(ヤフオク)
輸入バイクパーツ卸ツイントレード（au Wowma！）
グリプトン
グリプトン(楽天市場)
グリプトン（Yahoo！ショッピング）
グリプトン（amazon）
kimuyase
キムチでやせる（楽天市場）
kimuyase（Yahoo！ショッピング）
ファイブ・イー・ライフ株式会社（amazon）
kimuyase（ポンパレモール）
Johshin webショップ
Johshin web（楽天市場）
Johshin web（PayPayモール）
Johshin web（dショッピング）
Johshin web（amazon）
Johshin web（au Wowma！）
スポーツパレットゴトウ（楽天市場）
スポーツパレットゴトウ（Yahoo！ショッピング）
スポーツパレットゴトウ（amazon）
ロッジ
ロッジ（楽天市場）
ロッジ（Yahoo！ショッピング）
ロッジ（amazon）
ムラウチドットコム
ムラウチ（楽天市場）
ムラウチ（PayPayモール）
ラフィート（楽天市場）
ラフィート（PayPayモール）
ラフィート（amazon）
ラフィート（au Wowma！）
ラフィート（Qoo10店）
APWORLD（楽天市場）
APWORLD（Yahoo！ショッピング）
APWORLD（ポンパレモール）
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シリアルナンバー

44530654

45080654

45310654

45666201

45666217

45666177

46420654

48140654

48758000

50270654

52120654
52380654
52830654

販売店名

Work Company本店
Work Company(楽天市場)
Work Company（Yahoo！ショッピング）
Work Company（amazon）
Aarck（Yahoo！ショッピング）
Aarck（amazon）
Aarck（ポンパレモール）
スポーツショップグラスホッパー（楽天市場）
スポーツショップグラスホッパー（Yahoo！ショッピング）
スポーツショップグラスホッパー（amazon）
スポーツショップグラスホッパー（au Wowma！）
スノー&アウトドアのエレスポ2（Yahoo！ショッピング）
エレファントSPORTS（Yahoo！ショッピング）
エレファントスポーツ（楽天市場）
エレスポ2（楽天市場）
エレファントSPORTS
Xzone スポーツ＆ゴルフの総合通販サイト
G-ZONE（楽天市場）
FZONE（楽天市場）
eZONE（Yahoo！ショッピング）
SZONE（Yahoo！ショッピング）
GZONE（PayPay モール）
AZONE（amazon）
ジーゾーン ゴルフ（au Wowma！）
アネックス（楽天市場）
アネックス（Yahoo！ショッピング）
アネックス（amazon）
爽快ドラッグ
ケンコーコム
楽天24（楽天市場）
爽快ドラッグ（楽天市場）
ケンコーコム（楽天市場）
爽快ドラッグ（Yahoo！ショッピング）
ケンコーコム（Yahoo！ショッピング）
アマゾンジャパン
あおりねっとショップ
アオリイカ釣具 あおりねっとSHOP（楽天市場）
アウトドア用品 ガオバブSHOP（楽天市場）
アオリイカ釣具 あおりねっとSHOP（Yahoo！ショッピング）
アウトドア用品 ガオバブSHOP（Yahoo！ショッピング）
あおりねっとショップ（amazon）
イチネンネット（楽天市場）
イチネンネット（Yahoo！ショッピング）
イチネンネット（amazon）
イチネンネット（PayPayモール）
bosky（楽天市場）
bosky（Yahoo！ショッピング）
bosky（ポンパレモール）
ＧＩＳＥ（楽天市場）
GIOS SHOP（楽天市場）
GISE（Yahoo！ショッピング）
koti（楽天市場）
MARCHE petit / 子供家具専門店（楽天市場）
株式会社コーベヤ～KOBEYA SPORTS～
ママート（楽天市場）
KOBEYA SPORTS WEB SHOP（Yahoo！ショッピング）
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シリアルナンバー

52840654

64120654

64130654

64250654
65180654

66280654

66360654

65370654

65560654

66380002

66538001

66540654

67290654
72526038
74820654

販売店名

ＷＨＡＴＮＯＴ（楽天市場）
ＷＨＡＴＮＯＴ（Yahoo！ショッピング）
ＷＨＡＴＮＯＴ（amazon）
ヒマラヤ オンライン本店
ヒマラヤ(楽天市場)
ヒマラヤ アウトドア専門店(楽天市場)
ヒマラヤ（Yahoo！ショッピング）
ヒマラヤ アウトドア専門店（Yahoo！ショッピング）
ヒマラヤ（amazon）
ｅＳＰＯＲＴＳ本店
ｅＳＰＯＲＴＳ(楽天市場)
ｅＳＰＯＲＴＳ（PayPayモール）
ｅＳＰＯＲＴＳ（amazon）
Field Boss(楽天市場)
Field Boss（Yahoo！ショッピング）
フィールドボス（amazon）
アルペン
アルペン（楽天市場）
アルペン（PayPayモール）
バロネスダイレクト
バロネスダイレクト（楽天市場）
バロネスダイレクト（Yahoo！ショッピング）
バロネスダイレクト（amazon）
7dials本店
7dials（楽天市場）
7dials（Yahoo！ショッピング）
7dials（amazon）
たすくらし
PLAN-K(楽天市場)
PRiSM(楽天市場)
PRiSM（Yahoo！ショッピング）
ワカバマート（Yahoo！ショッピング）
べりはや！（楽天市場）
ハンプラ（楽天市場）
べりはやスポーツヤフー店（Yahoo！ショッピング）
ハンプラ（Yahoo！ショッピング）
ハンプラAma店（amazon）
シューズベース（楽天市場）
シューズベース（PayPayモール）
シューズベース（amazon）
シューズベース（au Wowma！）
ラバーマーク
ラバーマーク（Ｙａｈｏｏ！ショッピング）
プロトオンラインストア
ヒットライン（楽天市場）
ヒットライン（PayPayモール）
ヒットライン（amazon）
SUNDAY MOUNTAIN（楽天市場）
SUNDAY MOUNTAIN（Yahoo！ショッピング）
SUNDAY MOUNTAIN（amazon）
SUNDAY MOUNTAIN（au Wowma！）
APEX Tokyo-Bay（楽天市場）
Webike
Webike（PayPayモール）
Webike（楽天市場）
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75180654

75900654

77420654

79440654

79070654

79390002
83028000
83200654

84690654

84730654

85330654
99160654

販売店名

こどもと暮らし
アイラブベビー
こどもと暮らし（楽天市場）
アイラブベビー（楽天市場）
こどもと暮らし（Yahoo！ショッピング）
アイラブベビー（Yahoo！ショッピング）
こどもと暮らしのストア（amazon）
アイラブベビー（amazon）
こどもと暮らし（au Wowma！）
アイラブベビー（au Wowma！）
バイクパーツのアイネット（楽天市場）
バイクパーツのアイネット（PayPayモール）
アイネット amazon
DCM eくらしONLINE
DCM eくらしONLINE（楽天市場）
DCM eくらしONLINE（PayPayモール）
DCM eくらしONLINE（amazon）
ひかりＴＶショッピング
ひかりＴＶショッピング（Yahoo！ショッピング）
ひかりＴＶショッピング
総合通販PREMOA
総合通販PREMOA（楽天市場）
総合通販PREMOA（Yahoo！ショッピング）
総合通販 PREMOA（ポンパレモール）
Ａ-ＰＲＩＣＥ（楽天市場）
A-price家電通販（amazon）
A-PRICE（au Wowma！）
ミナト電機工業
ミナト電機工業（楽天市場）
ミナト電機工業（Yahoo！ショッピング）
ミナト電機工業（ヤフオク）
カーサ＆スウェンオンラインストア（amazon）
ジャストウエルネス
ジャストウエルネス（Yahoo！ショッピング）
ジャストウエルネス（amazon）
sotosotodays（楽天市場）
sotosotodays（Yahoo！ショッピング）
sotosotodays（amazon）
あんしんの殿堂 防災館 本店
あんしんの殿堂 防災館（楽天市場）
あんしんの殿堂 防災館（Yahoo！ショッピング）
あんしんの殿堂 防災館のストア
La！暮らし
あんしんの殿堂防災館（au Wowma！）
サウンドハウス
SPORTSMART-スポーツマート
SPORTSMART-スポーツマート（楽天市場）
SPORTSMART-スポーツマート（Yahoo！ショッピング）
SPORTSMART-スポーツマート（amazon）
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シリアルナンバー

99586500

99620654

販売店名

アイリスプラザ
アイリスプラザ（楽天市場）
ゆにでのこづち（楽天市場）
キッチン・雑貨の店 ラクチーナ！（楽天市場）
ホビーとおもちゃのほびたま（楽天市場）
快適空間のお手伝い B＆C（楽天市場）
工具ワールド ARIMAS（楽天市場）
子育てママの店 ベビー・キッズ（楽天市場）
住まいと暮らしの110番（楽天市場）
調理器具専門店 i-cook（楽天市場）
便利生活 マイルーム（楽天市場）
アイリスプラザ（Yahoo！ショッピング）
ゆにでのこづち（Yahoo！ショッピング）
ガーデニングライフ（Yahoo！ショッピング）
暮らしの宅配便（Yahoo！ショッピング）
megastore（Yahoo！ショッピング）
暮らし健康ネット館（楽天市場）
快適ホーム（楽天市場）
ゆにでのこづち（amazon）
ホームショッピング（楽天市場）
ホームショッピング（PayPayモール）
ホームショッピング（amazon）
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