
都道府県 店舗名 市区町村

北海道 札幌三越 札幌市中央区南1条西3丁目8

北海道 大丸 札幌店 6Fトラベルギア売場 札幌市中央区北5条西4丁目7

北海道 丸井今井 札幌本店 一条館3Fトラベルバッグ売場 札幌市中央区南1条西2丁目11

北海道 札幌三越 3Fトラベルコーナー 札幌市中央区南1条西3丁目8

岩手県 川徳 3F 紳士カバン売場 盛岡市菜園1-10-1

宮城県 藤崎 本館5F 旅行用品売場 仙台市青葉区一番町3-2-17

宮城県 三越 仙台店 5F 鞄売場 仙台市青葉区一番町4-8-15

福島県 うすい百貨店 5F 鞄売場 郡山市中町13-1

茨城県 水戸京成百貨店 5F 鞄売場 水戸市泉町1-6-1

栃木県 FKD 宇都宮店 1F バッグ売場 宇都宮市今泉町237

栃木県 FKD インターパーク店 1F バッグ売場 宇都宮市インターパーク6-1-1

栃木県 東武宇都宮百貨店 4F ACEショップ 宇都宮市宮園町5-4

栃木県 東武宇都宮百貨店 大田原店 2F 旅行用品売場 大田原市美原1-3537-2

群馬県 スズラン百貨店 前橋店 5Fかばん売場 前橋市千代田町2-12-3

群馬県 高島屋 高崎店 4F ACE BAGS＆LUGGAGE 高崎市旭町45

群馬県 スズラン百貨店 高崎店 1Fトラベルバッグ売場 高崎市宮元町13-1

埼玉県 高島屋 大宮店 2F エースショップ さいたま市大宮区大門町1-32

埼玉県 そごう 大宮店 6F 紳士雑貨売場 さいたま市大宮区桜木町1-6-2

埼玉県 伊勢丹 浦和店 5F 旅行用品 さいたま市浦和区高砂1-15-1

埼玉県 丸広百貨店 川越店 4F かばん売場 川越市新富町2-6-1

埼玉県 八木橋 4Fトラベルバッグ売場 熊谷市仲町74

埼玉県 西武所沢S.C 3F ACE BAGS&LUGGAGE 所沢市日吉町12-1

埼玉県 丸広百貨店 飯能店 3Fトラベルグッズ売場 飯能市栄町24-4

埼玉県 丸広百貨店 上尾店 2Fトラベルグッズ売場 上尾市宮本町1-1

千葉県 そごう 千葉店 5F 紳士雑貨売場 千葉市中央区新町1000

千葉県 東武百貨店 船橋店 6F 4番地 エーストラベル売場 船橋市本町7-1-1

千葉県 ボンベルタ 成田店 1F 鞄売場 成田市赤坂2-1-10

千葉県 高島屋 柏店 2F 旅行用品売場 柏市末広町3-16

東京都 大丸 東京店 7F LUGGAGE Tokyo 千代田区丸の内1-9-1

東京都 プロテカ 日比谷店 千代田区有楽町1-9-1 日比谷サンケイビル1F

東京都 TTC㈱ 有楽町トコー店 千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館2F

東京都 松屋 銀座本店 5F 旅行用品売場 中央区銀座3-6-1

東京都 三越 銀座店 5Fトラベル売場 中央区銀座4-6-16

東京都 髙島屋 日本橋店 5F 鞄・旅行用品売場 中央区日本橋2-4-1

東京都 日本橋 三越本店 本館4F トラベル売場 中央区日本橋室町1-4-1

東京都 ace. ヤエチカ店 中央区八重洲2-1八重洲地下街 中1号

東京都 伊勢丹 新宿店 メンズ館B1F バッグ&ラゲッジ 新宿区新宿3-14-1

東京都 京王百貨店 新宿店 4F ACE BAGS & LUGGAGE 新宿区西新宿1-1-4 

東京都 松坂屋 上野店 5F紳士かばん・旅行用品売り場 台東区上野3-29-5

東京都 高島屋 玉川店 4F 旅行用品売場 世田谷区玉川3-17-1

東京都 ハンズ 新宿店 トラベル 渋谷区千駄ヶ谷5-24-2

東京都 高島屋 新宿店 5F 旅行用品売場 渋谷区千駄ヶ谷5-24-2

東京都 東武百貨店 池袋店 5F 4番地紳士カバン売場 豊島区西池袋1-1-25

東京都 西武百貨店 池袋本店 8F トラベル用品売場 豊島区南池袋1-28-1

東京都 伊勢丹 立川店 7F トラベルバッグ&カジュアルバッグ売場 立川市曙町2-5-1

東京都 小田急百貨店 町田店 3F ACE BAGS&LUGGAGE 町田市原町田6-12-20

東京都 京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店3Fトラベル売場 多摩市関戸1-10-1

東京都 京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店 多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘SC A館3F

神奈川県 そごう 横浜店 5F ACE BAGS＆LUGGAGE 横浜市西区高島2-18-1

神奈川県 高島屋 横浜店 6F 旅行用品売場 横浜市西区南幸1-6-31

神奈川県 京急百貨店 上大岡店 6F 鞄売場 横浜市港南区上大岡西1-6-1

神奈川県 ace. ラゾーナ川崎店 川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F 40552

神奈川県 さいか屋 横須賀店 1F エースショップ 横須賀市大滝町1-10

神奈川県 さいか屋 藤沢店 1F カバン売場 藤沢市藤沢555

新潟県 新潟 伊勢丹 4F 鞄売場 新潟市中央区八千代1-6-1

富山県 大和 富山店 5F 鞄売場 富山市総曲輪3-8-6

石川県 大和 香林坊店 5F 鞄売場 金沢市香林坊1-1-1
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石川県 金沢丸越百貨店 5F 鞄売場 金沢市武蔵町15-1

長野県 ながの 東急百貨店 4F 旅行鞄売場 長野市南千歳町1-1-1

岐阜県 岐阜高島屋 2F ハンドバッグ売場 岐阜市日ノ出町2-25

静岡県 松坂屋 静岡店本館 2Ｆ エース バッグス＆ラゲージ 静岡市御幸町10-2

静岡県 トラヤ 本店 静岡市葵区紺屋町7-19

静岡県 池田屋 静岡店 静岡市葵区呉服町1-30 札の辻クロス1F

静岡県 静岡伊勢丹 5Fトラベル用品 静岡市葵区呉服町1-7

静岡県 バッグの辻梅 浜松市砂山町355-2

静岡県 遠鉄百貨店 6F 鞄売場 浜松市中区砂山町320-2

静岡県 グランサックス 柿田川店 駿東郡清水町玉川61-2サントムーン柿田川1F

愛知県 名古屋三越 星ヶ丘店 6F エースショップ 名古屋市千種区星ヶ丘元町14-14

愛知県 ジェイアール名古屋タカシマヤ 8F 旅行用品売場 名古屋市中村区名駅1-1-4

愛知県 名鉄百貨店 本店 メンズ館1F 紳士鞄売場 名古屋市中村区名駅1-2-1

愛知県 松坂屋 名古屋店 北館2F 旅行用品売場 名古屋市中区栄3-16-1

愛知県 名古屋三越 栄店 5F バッグ&ラゲージ売場 名古屋市中区栄3-5-1

愛知県 名鉄百貨店 一宮店 2F ハンドバッグ売場 一宮市新生1-1-1

愛知県 エース バッグス&ラゲージ ららぽーと愛知東郷店 愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区1・3 2F 27300

三重県 津 松菱 2Fトラベルバッグ売場 津市東丸の内4-10

三重県 近鉄百貨店 四日市店 1F 旅行用品売場 四日市市諏訪栄町7-34

京都府 ジェイアール京都伊勢丹 9F ACE BAGS&LUGGAGE 京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町

京都府 大丸 京都店 5F 旅行用品売場 京都市下京区四条高倉西入立売西町79番地

京都府 高島屋 京都店 5F 旅行用品売場 京都市下京区四条通河原町西入ル真町52

大阪府 近鉄百貨店 上本町店 5F エースショップ 大阪市天王寺区上本町6-1-55

大阪府 ace. アルデ新大阪店 大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅2Fアルデ新大阪

大阪府 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 6F 旅行用品売場 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

大阪府 大丸 梅田店 8F 旅行用品売場 大阪市北区梅田3-1-1

大阪府 ルクアイーレ 大阪市北区梅田3-1-3

大阪府 阪急百貨店 うめだ本店 8F バッグトラベル 大阪市北区角田町8-7

大阪府 高島屋 大阪店 2F旅行用品売場 大阪市中央区難波5-1-5

大阪府 ace. なんばCITY店 大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY B2F

大阪府 千里阪急 4Fトラベルバッグ 豊中市新千里東町1-5-1

大阪府 高槻阪急 3Fビジネスバッグ・トラベルバッグ売場 高槻市白梅町4-1

大阪府 京阪百貨店 守口店 4F 紳士鞄売場 守口市河原町8番3号

兵庫県 大丸 神戸店 6F エーストラベル 神戸市中央区明石町40番地

兵庫県 神戸阪急 本館6F トラベル用品 神戸市中央区小野柄通8-1-8

兵庫県 西宮阪急 4F バッグ&トラベル 西宮市高松町14-1

奈良県 近鉄百貨店 奈良店 4F旅行用品・紳士バッグ売場 奈良市西大寺東町2-4-1

奈良県 近鉄百貨店 橿原店 4F旅行用品・紳士バッグ売場 橿原市北八木町3-65-11

和歌山県 近鉄百貨店 和歌山店 4F 旅行用品売場 和歌山市友田町5-46

岡山県 天満屋 岡山店 2F 旅行用品売場 岡山市北区表町2-1-1

岡山県 岡山高島屋 5F 紳士鞄売場 岡山市北区本町6-40

岡山県 天満屋 倉敷店1Ｆ旅行用品売場 倉敷市阿知2丁目6-6

広島県 広島三越 5F ACE BAGS&LUGGAGE 広島市中区胡町5-1

広島県 福屋 八丁堀本店 7F 旅行用品売場 広島市中区胡町6-26

広島県 そごう広島店 新館6F かばん 広島市中区基町6-78

広島県 福屋駅前店 6F 旅行用品売場 広島市南区松原町9-1

広島県 天満屋 福山店 5F 旅行用品売場 福山市元町1-1

香川県 高松三越 4F 紳士鞄売場 高松市内町7-1

愛媛県 松山三越 4F ACE BAGS&LUGGAGE 松山市一番町3-1-1

愛媛県 いよてつ高島屋 5F エース ショップ 松山市湊町5-1-1

福岡県 井筒屋 本店 5F 旅行用品売場 北九州市小倉北区船場町1-1

福岡県 博多阪急 8Fトラベルバッグ売場 福岡市博多区博多駅中央街1-1

福岡県 大丸福岡天神店 4Fエースコーナー 福岡市中央区天神1-4-1

福岡県 福岡三越 7F エースバックコーナー 福岡市中央区天神2-1-1

福岡県 サックスバー久留米店 久留米市新合川1-2-1 ゆめタウン久留米1F

長崎県 バッグの多津屋 本店 長崎市浜町4-4

長崎県 浜屋百貨店 5F 旅行用品売場 長崎市浜町7-11

長崎県 タケモト 佐世保市本島町4丁目通り

熊本県 鶴屋百貨店 本館2F旅行用品売場 熊本市手取本町6-1

熊本県 サックスバーアナザーラウンジはません店 熊本市田迎町田井島字野辻130 ゆめタウンはません店1F

熊本県 エース バッグス&ラゲージ アミュプラザくまもと店 熊本市西区春日3丁目15番26号 アミュプラザくまもと 2F



大分県 トキハわさだタウン 1F エース 大分市大字玉沢字楠本755-1

大分県 トキハ 本店 4Fトラベル用品売場 大分市府内町2-1-4

宮崎県 宮崎山形屋 2F 旅行カバン売場 宮崎市橘通東3-4-12

鹿児島県 山形屋 1号館2F 旅行用品売場 鹿児島市金生町3-1

鹿児島県 レ・ボルセ 鹿児島市中央町1-1 アミュープラザ鹿児島3F


