
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3-5-1 011-775-2111

北海道 西友　手稲店 服飾鞄売場 北海道札幌市手稲区前田1条11-1-1 011-684-3111

北海道 西友　厚別店 服飾鞄売場 北海道札幌市厚別区厚別西4条6-700-126 011-893-5111

青森県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　十和田店 服飾鞄売場 青森県十和田市大字相坂字六日町山１６６番１ 0176-21-3000

青森県 マエダ　本店 服飾鞄売場 青森県むつ市小川町2-4-8 0175-22-8333

青森県 イオン　下田店 服飾鞄売場 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 0178-50-3000

青森県 マエダ　ガーラモール店 服飾鞄売場 青森県青森市三好2-3-19 017-761-7000

岩手県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　金ケ崎店 服飾鞄売場 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ヶ尻荒巻１６５ 0197-41-0800

岩手県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　一関店 服飾鞄売場 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１ 0191-31-6111

岩手県 イオンスーパーセンター釜石店 服飾鞄売場 岩手県釜石市港町2-1-1 0193-31-3150

岩手県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　盛岡渋民店 服飾鞄売場 岩手県盛岡市玉山区渋民字鶴飼20番地１ 019-669-5600

宮城県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　栗原志波姫店 服飾鞄売場 宮城県栗原市志波姫新熊谷１１番 0228-21-3111

宮城県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　佐沼店 服飾鞄売場 宮城県登米市南方町新島前４６－１ 0220-21-5011

宮城県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　涌谷店 服飾鞄売場 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字洞ヶ崎5番地 0229-44-1181

宮城県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　石巻東店 服飾鞄売場 宮城県石巻市流留字七勺1番1 0225-25-3337

宮城県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　加美店 服飾鞄売場 宮城県加美郡加美町字赤塚１７８ 0229-64-1311

宮城県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　鈎取店 服飾鞄売場 宮城県仙台市太白区鈎取本町１丁目２１番１号 022-307-3633

秋田県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　大館店 服飾鞄売場 秋田県大館市字大田面238番 0186-44-6800

秋田県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　五城目店 服飾鞄売場 秋田県南秋田郡五城目町大川西野字田屋前138 018-879-8211

秋田県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　本荘店 服飾鞄売場 秋田県由利本荘市石脇字田中138番地 0184-28-0010

秋田県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　横手南店 服飾鞄売場 秋田県横手市婦気大堤字中田4-1 0182-35-2340

秋田県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　湯沢店 服飾鞄売場 秋田県湯沢市字上荻生田162 0183-78-0088

秋田県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　美郷店 服飾鞄売場 秋田県仙北郡美郷町南町字南高野34番 0187-87-8860

福島県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　南相馬店 服飾鞄売場 福島県南相馬市原町区大木戸字金場77 0244-25-1600

福島県 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ　鏡石店 服飾鞄売場 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡375-9 0248-92-3080

福島県 西友　ザ・モール郡山店 服飾鞄売場 福島県郡山市長者1-1-56 024-933-0100

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6-2-1 028-661-0111

群馬県 ユニー　アピタ前橋店 270群鞄売場 群馬県前橋市文京町2-1-1 027-226-8811

埼玉県 イトーヨーカ堂　錦町店　 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 埼玉県蕨市錦町1-12-1 048-446-4411

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1-854-1 048-654-3111 

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 048-954-1111

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1-79 048-257-0111

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1-9-3 048-468-7111

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1-13-1 048-763-3111

埼玉県 イトーヨーカ堂　アリオ上尾店 161ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 埼玉県上尾市大字壱丁目367 048-726-0111

埼玉県 西友　小手指店 服飾鞄売場 埼玉県所沢市小手指町1-25-8 04-2923-6211

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 0471-90-0111

千葉県 西友　常盤平店 服飾鞄売場 千葉県松戸市常盤平3-11-1 047-386-1111

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562-1 042-546-1411

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 03-5675-1011

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 03-3852-9111

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 0422-31-2111

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 03-5606-5234

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 03-3777-6611
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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3-8-1 042-474-3311

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 03-3640-7111

東京都 イオン　葛西店 服飾鞄売場 東京都江戸川区西葛西3-9-19 03-3675-5111

東京都 西友　リヴィン オズ大泉店 服飾鞄売場 東京都練馬区東大泉2-10-11 03-3978-4111

東京都 西友　リヴィン田無店 服飾鞄売場 東京都西東京市田無町2-1-1　 042-466-1511

東京都 西友　河辺店 服飾鞄売場 東京都青梅市河辺町10-9-1 0428-24-6711

東京都 西友　福生店 服飾鞄売場 東京都福生市東町5-1 042-552-5111

東京都 西友　荻窪店 服飾鞄売場 東京都杉並区上萩1-9-1 ﾀｳﾝｾﾌﾞﾝ 03-3393-1151

東京都 西友　調布店 服飾鞄売場 東京都調布市小島町1-10-1 042-485-4111

東京都 西友　三軒茶屋店 服飾鞄売場 東京都世田谷区太子堂4-24-8 03-3413-1111

東京都 西友　リヴィン光が丘店 服飾鞄売場 東京都練馬区光が丘5-1-1 03-3976-8111

東京都 西友　吉祥寺店 服飾鞄売場 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-12-10 0422-21-1311

東京都 西友　巣鴨店 服飾鞄売場 東京都豊島区巣鴨2-6-1 03-3917-7121

神奈川県 西友　リヴィンよこすか店 服飾鞄売場 神奈川県横須賀市平成町3-21-4 046-821-6311

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4035-1 045-931-9911

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1-3-1 046-261-1211

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1-4-1 044-952-5111

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1-1-15 045-805-2111 

神奈川県 西友　平塚店 服飾鞄売場 神奈川県平塚市東中原1-1-25 0463-37-4600

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1 045-864-1201

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 076-452-3311

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 076-274-6611

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 0776-57-2211

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13-1 055-268-1311

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 0263-27-8111

岐阜県 清水屋　高山店 岐阜県高山市西之一色町3-1135 0577-35-2201

岐阜県 清水屋　中津川店 岐阜県中津川市淀川町3番8号　ルビットタウン中津川店内 0573-62-7001

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 0584-83-1311

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 0547-33-0811

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 054-654-4600

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 053-584-6611

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 0568-81-6151

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1-509 052-773-1515

滋賀県 イオン　西大津店 服飾鞄売場 滋賀県大津市皇子が丘3-11-1 0775-28-5700

滋賀県 西友　水口店 服飾鞄売場 滋賀県甲賀市水口町水口6084-1 0748-63-8111

京都府 西友　山科店 服飾鞄売場 京都府京都市山科区音羽野田町1 075-592-9770

大阪府 イオン　新茨木店 服飾鞄売場 大阪府茨木市中津町18-1 072-632-5511

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12 072-274-4111 

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 072-995-9111

兵庫県 イオン　伊丹昆陽店 服飾鞄売場 兵庫県伊丹市池尻4丁目1番地1 072-773-6900

兵庫県 コープこうべ　デイズ芦屋 鞄売場 兵庫県芦屋市大原町9-1-304 0797-31-2222

兵庫県 コープこうべ　デイズ神戸西 鞄売場 兵庫県神戸市西区池上3-3-1 078-974-3939

兵庫県 コープこうべ　神戸北町 鞄売場 兵庫県神戸市北区日の峰2-7 078-582-1900

兵庫県 コープこうべ　デイズ相生 鞄売場 兵庫県相生市旭3-7-6 0791-22-5235

奈良県 西友　王寺店 服飾鞄売場 奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1 0745-33-1201

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 0738-32-3200

和歌山県 オークワ　ミレニアシティ岩出店 鞄売場 和歌山県岩出市中迫147 0736-61-2000



和歌山県 オークワ　ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ南紀店 鞄売場 和歌山県新宮市佐野3-11-19 0735-31-3500

和歌山県 オークワ　スーパーセンター橋本 鞄売場 和歌山県橋本市妻2丁目2番25号 0736-32-5051

鳥取県 米子ホープタウン 鞄売場 鳥取市米子市米原2-1-1 0859-34-3200

岡山県 山陽マルナカ　マスカット店 鞄売場 岡山県倉敷市松島1154-2 086-464-5577

岡山県 天満屋ストア　原尾島店 ｴｰｽJOYｼｮｯﾌﾟ 岡山県岡山市中区原尾島1丁目6番20号 086-271-0111

岡山県 天満屋ストア　岡南店 ｴｰｽJOYｼｮｯﾌﾟ 岡山県岡山市南区築港新町1丁目18番5号 086-264-6111

岡山県 天満屋ストア　西大寺店 ｴｰｽJOYｼｮｯﾌﾟ 岡山県岡山市東区西大寺南1丁目2番5号 086-942-0111

岡山県 天満屋ストア　リブ総社店 ｴｰｽJOYｼｮｯﾌﾟ 岡山県総社市門田187番地 0866-92-5555

広島県 フジグラン　神辺店 服飾バッグ売場 広島県福山市神辺町大字新道上字2-10-26 084-960-4111

広島県 天満屋ストア　府中店 ｴｰｽJOYｼｮｯﾌﾟ 広島県府中市府川町186-1 0847-45-3377

広島県 天満屋ストア　ポートプラザ店 ｴｰｽJOYｼｮｯﾌﾟ 広島県福山市入船町3-1-25 084-971-1111

山口県 フジグラン宇部店 服飾バッグ売場 山口県宇部市明神町3-1-1 0836-37-0111

山口県 サンリブ　下松店 鞄売場 山口県下松市南花岡6-8-1 0833-44-3336

徳島県 フジグラン北島店 服飾バッグ売場 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須174番地 088-697-2911

愛媛県 フジ　エミフルMASAKI店 服飾バッグ売場 愛媛県伊予郡松前町筒井850 089-985-3111

愛媛県 フジグラン　松山店 ACEショップ 愛媛県松山市宮西1-2-1 089-922-8111

愛媛県 フジグラン　重信店 バッグポート 愛媛県東温市野田3-1-13 089-964-4111

高知県 フジグラン　高知店 服飾バッグ売場 高知県高知市朝倉東町52-15 088-844-8511

高知県 フジグラン　野市店 服飾バッグ売場 高知県香南市野市町西野2007-1 0887-57-8211

福岡県 サンリブ　小倉店 鞄売場 福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1 093-932-5777

福岡県 イオン　福岡店 トラベルラボ 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 092-939-7700

福岡県 イオン　直方店 ACEショップ 福岡県直方市湯野原2丁目1-1 0949-29-8900

福岡県 イオン　笹丘店 ACEショップ 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74 092-725-1147

長崎県 イオン　大塔店 トラベルラボ 長崎県佐世保市大塔町14-2 0956-27-2222

熊本県 イオン　熊本クレア店 ACEショップ 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 096-235-6600

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1-1-1 097-553-1111

宮崎県 イオン　宮崎店 ACEショップ 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 0985-60-8181

宮崎県 イオン　延岡店 ACEショップ 宮崎県延岡市旭町2-2-1 0982-23-1700

鹿児島県 イオン　鹿児島店 ACEショップ 鹿児島県鹿児島市東開町7番 099-263-1800

沖縄県 イオン　那覇店 トラベルラボ 沖縄県那覇市金城5-10-2 098-852-1515

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4-4-9 098-951-3300

沖縄県 サンエー　具志川メインシティ 服飾鞄売場 沖縄県うるま市字江州450-1 098-974-1300


