
北海道 イトーヨーカ堂　アリオ　札幌店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 北海道札幌市東区北7条東9-2-20

北海道 イトーヨーカ堂　屯田店 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 北海道札幌市北区屯田8条3-5-1

福井県 ユニー　アピタ　福井大和田店 270群鞄売場 福井県福井市大和田町第32号23番地

富山県 ユニー　アピタ　富山東店 270群鞄売場 富山県富山市上冨居三丁目8番38号

静岡県 ユニー　アピタ　島田店 270群鞄売場 静岡県島田市宝来町8番2号

静岡県 ユニー　アピタ　静岡店 270群鞄売場 静岡県静岡市駿河区石田1丁目5番1号

静岡県 ユニー　アピタ　浜北店 270群鞄売場 静岡県浜松市浜北区貴布弥1200

神奈川県 イトーヨーカ堂　ららぽーと横浜店  161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1

神奈川県 イトーヨーカ堂　大和鶴間店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 神奈川県大和市下鶴間1-3-1

神奈川県 イトーヨーカ堂　新百合ヶ丘店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1

神奈川県 イトーヨーカ堂　立場店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15

神奈川県 イトーヨーカ堂　アリオ　橋本店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 神奈川県相模原市緑区大山町1-22

神奈川県 相鉄ローゼン　三ッ境店 服飾鞄売場 神奈川県横浜市瀬谷区三ﾂ境2-19

神奈川県 ユニー　アピタ　戸塚店 270群鞄売場 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769番1

沖縄県 サンエー　浦添西海岸パルコシティ 服飾鞄売場 沖縄県浦添市西洲3-1-1

和歌山県 オークワ　ロマンシティ　御坊店 鞄売場 和歌山県御坊市湯川町財部181

和歌山県 オークワ　スーパーセンター　南紀店 鞄売場 和歌山県新宮市佐野3-11-19

和歌山県 イズミヤ　和歌山店 鞄売場 和歌山県和歌山市新生町7-20

山梨県 イトーヨーカ堂　甲府昭和店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 山梨県中巨摩郡昭和町西条13-1

広島県 天満屋ストアポートプラザ ACEショップ 広島県福山市入船町3-1-25

広島県 天満屋ストア府中 ACEショップ 広島県府中市府川町186-1

兵庫県 コープこうべ　シーア 鞄売場 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-2-1

兵庫県 イズミヤ　カナート　西神戸店 鞄売場 兵庫県神戸市西区竜が岡1-21-1

兵庫県 イズミヤ　西宮ガーデンズ 鞄売場 兵庫県西宮市高松町14-3

兵庫県 イズミヤ多田 鞄売場 兵庫県川西市多田桜木1-8-3

長野県 イトーヨーカ堂　南松本店 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 長野県松本市高宮中1-20

栃木県 イトーヨーカ堂　宇都宮店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 栃木県宇都宮市陽東6-2-1

東京都 イトーヨーカ堂　昭島店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 東京都昭島市田中町562-1

東京都 イトーヨーカ堂　葛西店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 東京都江戸川区東葛西9-3-3

東京都 イトーヨーカ堂　アリオ　西新井店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 東京都足立区西新井栄町1-20-1

東京都 イトーヨーカ堂　武蔵境店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 東京都武蔵野市境南町2-2-20

東京都 イトーヨーカ堂　木場店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 東京都江東区木場1-5-30

東京都 イトーヨーカ堂　大井町店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 東京都品川区大井1-3-6

東京都 イトーヨーカ堂　東久留米店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 東京都東久留米市本町3-8-1

東京都 イトーヨーカ堂　アリオ　北砂店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 東京都江東区北砂2-17

東京都 イトーヨーカ堂　国領店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 東京都調布市国領町8-2-64

東京都 相鉄ローゼン　成瀬店 服飾鞄売場 東京都町田市南成瀬1-3-5

千葉県 イトーヨーカ堂　八千代店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 千葉県八千代市村上南1-3-1

千葉県 イトーヨーカ堂　アリオ　柏店 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 千葉県柏市大島田950-1

埼玉県 イトーヨーカ堂　大宮宮原店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1

埼玉県 イトーヨーカ堂　三郷店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 埼玉県三郷市天神二丁目22番地

埼玉県 イトーヨーカ堂　アリオ　川口店 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 埼玉県川口市並木元町1-79

埼玉県 イトーヨーカ堂　和光店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 埼玉県和光市丸山台1-9-3

埼玉県 イトーヨーカ堂　春日部店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 埼玉県春日部市中央1-13-1

埼玉県 イトーヨーカ堂　アリオ　鷲宮店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 埼玉県久喜市久本寺谷田7-1

埼玉県 東武ストア　桶川店 服飾鞄売場 埼玉県桶川市若宮1-5-2

埼玉県 東武ストア　川越店 服飾鞄売場 埼玉県川越市脇田町103

岐阜県 清水屋　高山店 鞄売場 岐阜県高山市西之一色町3-1135

岐阜県 清水屋　中津川店 鞄売場 岐阜県中津川市淀川町3-8

ワールドトラベラー　×　星野リゾート　コラボ商品
展開店舗リスト

店舗によってはお取り扱いのない商品もございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

都道府県 ショップ名 売場名 住所



岐阜県 ユニー　アピタ　大垣店 270群鞄売場 岐阜県大垣市林町六丁目80番21

神奈川県 イトーヨーカ堂　グランツリー　武蔵小杉店 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135

沖縄県 サンエー　那覇メインプレイス 服飾鞄売場 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9

岡山県 天満屋ストアリブ総社 ACEショップ 岡山県総社市門田187番地

岡山県 天満屋ストア原尾島 ACEショップ 岡山県岡山市中区原尾島1丁目6番20号

岡山県 天満屋ストア岡南 ACEショップ 岡山県岡山市南区築港新町1丁目18番5号

岡山県 天満屋西大寺 ACEショップ 岡山県岡山市東区西大寺南1丁目2番5号

大阪府 イトーヨーカ堂　アリオ　鳳店 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 大阪府堺市西区鳳南町3丁199番地12

大阪府 イトーヨーカ堂　アリオ　八尾店 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 大阪府八尾市光町2丁目3番

大阪府 オークワ　尾崎店 鞄売場 大阪府阪南市下出167-1

大阪府 イズミヤ　くずはモール店 鞄売場 大阪府枚方市楠葉花園町15-1

大阪府 イズミヤ　千里丘店 鞄売場 大阪府吹田市山田南1-1

大阪府 イズミヤ　和泉中央店 鞄売場 大阪府和泉市いぶき野5-1-11

大阪府 イズミヤ上新庄 鞄売場 大阪府大阪市東淀川区上新庄1-2-36

大阪府 イズミヤ交野 鞄売場 大阪府交野市私部西1-33-20

大阪府 イズミヤ六地蔵 鞄売場 京都府京都市伏見区桃山町西尾12-1

大阪府 イズミヤ泉北 鞄売場 大阪府堺市中区小阪270

大分県 トキハインダストリー　あけのアクロスタウン カバン売場 大分県大分市明野東1-1-1

石川県 ユニー　アピタ　松任店 270群鞄売場 石川県白山市幸明町280番地

愛知県 清水屋　春日井店 鞄売場 愛知県春日井市瑞穂通5-33

愛知県 清水屋　藤が丘店 鞄売場 愛知県名古屋市守山区森孝東1-509

愛知県 ユニー　アピタ　千代田橋店 270群鞄売場 愛知県名古屋市千種区千代田橋二丁目1番1号

愛知県 ユニー　アピタ　木曽川店 270群鞄売場 愛知県一宮市木曽川町黒田八ﾉ通51番地の4

愛知県 ユニー　アピタ　長久手店 270群鞄売場 愛知県長久手市戸田谷901番地1

愛知県 ユニー　アピタ　鳴海店 270群鞄売場 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9

愛知県 ユニー　アピタ　高蔵寺店 270群鞄売場 愛知県春日井市中央台二丁目5番地

愛知県 ユニー　アピタ　阿久比店 270群鞄売場 愛知県知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1番地12

愛知県 ユニー　アピタ　港店 270群鞄売場 愛知県名古屋市港区当知二丁目1501番地

愛知県 ユニー　アピタ　西尾店 270群鞄売場 愛知県西尾市高畠町3-23-9


