
Orobianco
SHOP LIST
都道府県 店舗名 ③取扱商品 住所 建物名/フロア 電話番号 バッグ

東急札幌店 バッグ・ポーチ類 札幌市中央区北4条西2丁目ー1 7F 011-212-2279
大丸札幌店 バッグ 札幌市中央区北5条西4丁目ー7 6F 011-828-1475

岩手県 川徳 バッグ 盛岡市菜園1-10-1 3F 019-651-1111
宮城県 仙台三越 バッグ 仙台市青葉区一番町4-8-1 5F 022-225-7111
秋田県 西武秋田店 バッグ 秋田市中通2-6-1 1F 紳士鞄売場 018-832-5111
福島県 うすい百貨店 バッグ 郡山市中町13-1 5F 024-932-0001

あみプレミアム・アウトレット バッグ・ポーチ類 稲敷郡阿見町よしわら4-1-1 1F 1625 029-875-6550
水戸京成百貨店 バッグ 水戸市泉町1-6-1 5F 029-221-2977
宇都宮東武 バッグ 宇都宮市今泉町237 4F 028-636-2211
福田屋宇都宮店 バッグ 宇都宮市今泉町237 1F 028-623-5249
福田屋インターパーク店 バッグ 宇都宮市インターパーク6-1-1 1F 028-657-6539
大田原東武 バッグ 大田原市美原1-3537-2 2F 0287-20-1011
高崎髙島屋 バッグ 高崎市旭町45番地 4F 027-330-3890
ギャレリア・ニズム 高崎高関店 バッグ 高崎市高関町407-1 027-381-8211
スズラン高崎店 バッグ 高崎市宮元町13-1 5F 紳士雑貨売場 027-326-1111
スズラン前橋店 バッグ 前橋市千代田町2-12-3 5F カバン売場 027-233-1111
丸広上尾店 バッグ 上尾市宮本町1-1 2F 紳士細貨売場 048-777-1132
三井アウトレットパーク入間 バッグ・ポーチ類 入間市宮寺3169-1 4981 04-2936-8371
丸広川越店 バッグ 川越市新富町2-6-1 4F 049-222-9321
八木橋百貨店 バッグ 熊谷市仲町74 4F 048-523-1111
伊勢丹浦和店 バッグ さいたま市浦和区高砂1-15-1 5F 048-834-1111
そごう大宮店 バッグ さいたま市大宮区桜木町1-6-2 6F 紳士鞄売場 048-646-2111
プレミアム・アウトレット酒々井 バッグ・ポーチ類 印旛郡酒々井町飯積2-4-1 1015 043-312-6161
髙島屋 柏店 バッグ 柏市末広町3-16 6F 紳士鞄売場 04-7144-1111
三井アウトレットパーク木更津 バッグ・ポーチ類 木更津市金田東3-1-1 43700 0438-53-8107
そごう千葉店 バッグ 千葉市中央区新町1000 5F 紳士鞄売場 043-245-8549
三井アウトレットパーク幕張 バッグ・ポーチ類 千葉市美浜区ヒビ野2-6-1 C-SITE 2F 043-306-1100
東武百貨店 船橋店 バッグ 船橋市本町7-1-1 6F 4番地 紳士鞄売場 047-425-2211
クアトロ・アンゴリ 大丸東京店 バッグ 千代田区丸ノ内1-9-1 7F 03-6895-2397
大丸東京店 バッグ 千代田区丸の内1-9-1 7F LAGAGGE Tokyo 03-3212-8011
丸の内 バッグ・ポーチ類 千代田区丸の内3-1-1 国際ビル1F 03-6256-0567
髙島屋 日本橋店 バッグ 中央区日本橋2-4-1 6F 紳士鞄売場 03-3246-4631
京王百貨店 新宿店 バッグ 新宿区西新宿1-1-4 5F 紳士カバン 03-3342-2111
小田急百貨店 新宿店本館 バッグ 新宿区西新宿1-1-4 7F 紳士鞄売場 03-5325-2602
上野松坂屋 バッグ 台東区上野3-29-5 5F 03-5846-1133
髙島屋玉川店 バッグ 世田谷区玉川3丁目17番1号 4F 03-3709-3111
渋谷スクランブルスクエア バッグ・ポーチ類 渋谷区渋谷2-24-12   E0915 03-6452-6266
東武百貨店 池袋店 バッグ 豊島区西池袋1-1-25 5F 4番地 紳士鞄売場 03-3981-2211
西武池袋本店 バッグ 豊島区南池袋1-28-1 5F 03-5949-5221
東急百貨店 吉祥寺店 バッグ 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 5F 0422-21-5223
イル調布パルコ バッグ 調布市小島町1-38-1 パルコ4F 0424-89-5297
そごう横浜店 バッグ 横浜市西区高島2-18-1 5F 紳士鞄売場 045-465-5409
高島屋横浜店 バッグ 横浜市西区南幸1-6-31 6F 紳士鞄売場 045-311-5111
三井アウトレットパーク横浜ベイサイド バッグ・ポーチ類 横浜市西区南幸1-6-31金沢区白帆5番2 3F 12240 045-353-7136

新潟県 新潟伊勢丹 バッグ 新潟市中央区八千代1-6-1 4F 025-242-1111
長野県 ながの東急百貨店 バッグ 長野市南千歳1丁目1番地1 4F 026-226-8181
富山県 大和 富山店 バッグ 富山市総曲輪3丁目8番6号 5F 076-424-1111

大和 香林坊店 バッグ 金沢市香林坊宇1丁目1番1号 5F 076-220-1111
(株)エース バッグ 金沢市竪町44番地 ACEビル1F 076-221-1841

福井県 西武福井店 バッグ 福井市中央1-8-1 2F 紳士鞄売場 0776-28-8430
岐阜県 土岐プレミアムアウトレット バッグ・ポーチ類 土岐市土岐ヶ丘1-2 2300 0572-44-7005

御殿場プレミアム・アウトレット バッグ・ポーチ類 御殿場市深沢1312 2150 0550-83-1900
静岡伊勢丹 バッグ 静岡市葵区呉服町1丁目7番地 5F 紳士鞄売場 054-251-2211
松坂屋静岡店 バッグ 静岡市葵区御幸町10-2 2F 紳士鞄売場 054-205-2145
遠鉄百貨店 バッグ・ポーチ類 浜松市中区砂山町320-2 6F 紳士鞄・旅行用品売場 053-457-0001
星ヶ丘三越 バック・小物 名古屋市千種区星ヶ丘元町14-14 6F オロビアンココーナー 052-783-1111
三越栄店 バッグ 名古屋市中区3-5-1 5F 紳士鞄売場 052-252-3429
オロビアンコ レイヤード久屋大通 バッグ・ポーチ類 名古屋市中区錦3丁目16番13号先 22130 22130 052-211-9088
JR名古屋髙島屋 バッグ 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 7F 紳士鞄売場 052-566-8147
名鉄百貨店 本店 バッグ 名古屋市中村区名駅一丁目2番1号 メンズ館 1F オロビアンココーナー 052-585-1111
三井アウトレットパーク・ジャズドリーム長島 バッグ・ポーチ類 桑名市長島町浦安368 サウスエリア2F 0594-86-7674
近鉄百貨店四日市店 バッグ 四日市市諏訪栄町7-34 1Fビジネスバッグ売場 059-353-5151
ジェイアール京都伊勢丹 バッグ 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町京都駅ビル 6Fバッグ&ラゲ-ジ 075-352-1111
高島屋京都店 バック 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 4F 075-257-7127
高島屋洛西店 バック 京都市西京区大原野東境谷町2丁目5番地ノ5 2F 075-333-8082
りんくうプレミアムアウトレット バッグ・ポーチ類 泉佐野市りんくう往来南3-28-2625 2620 072-493-9131
あべのハルカス近鉄本店 バッグ 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 タワー館 7F  紳士バッグ売場 06-6624-1111
阪神梅田本店 バッグ 大阪市北区梅田1-13-13 6F 紳士カバン売場 06-6345-1201
大丸梅田店 バッグ 大阪市北区梅田3-1-1 8F 06-6343-1231
ルクア大阪 バッグ 大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA 1100 8F イセタンメンズスタイル 06-6457-1111
阪急うめだ本店 バッグ 大阪市北区角田町8番7号 8Fバッグトラベル 06-6361-1381
近鉄百貨店 上本町店 バッグ 大阪市天王寺区上本町6-1-55 5F 06-6775-1111
なんばパークス バッグ・ポーチ類 大阪市浪速区難波中2-10-70 T-terrace 2F 06-4395-5206
千里阪急 バッグ 豊中市新千里東町1丁目5番1号 4F 紳士カバン売場 06-6831-1221
大丸神戸店 バッグ 神戸市中央区明石町40番地 6F 紳士鞄売場 078-331-8121
神戸阪急 バッグ 神戸市中央区小野柄通8丁目1番8号 本館7F 紳士カバン売場 078-221-4181
西宮阪急 バッグ 西宮市高松町14-1 4F バッグトラベル 0798-62-1381
山陽百貨店 バッグ 姫路市南町1 4F メンズバッグ売場 079-223-1231
近鉄百貨店 橿原店 バッグ 橿原市北八木町3-65-11 6F 旅行用品売場 0744-25-1111
近鉄百貨店 奈良店 バッグ 奈良市西大寺東町2-4-1 4F 紳士鞄売場 0742-33-1111

和歌山県 近鉄 和歌山店 バッグ 和歌山市友田町5-18 4F 紳士鞄売場 0734-33-1122
島根県 一畑百貨店 バッグ 松江市朝日町661 4F紳士鞄売場 0852-55-2500
岡山県 岡山天満屋 バッグ 岡山市北区表町2-1-1 4F 紳士かばん 086-231-7278
広島県 福屋 本店 バッグ・ポーチ類 広島市中区胡町6番26号 5F オロビアンコ 082-246-6857
山口県 大丸下関店 バッグ 下関市竹崎町4丁目4番10号 4F 083-232-1111

松山三越 バッグ・ポーチ類 松山市一番町3-1-1 4F オロビアンコ 089-934-8019
伊予鉄高島屋 バッグ 松山市湊町5-1-1 5Fオロビアンコ コーナー 089-948-2626
天神地下街 バッグ・ポーチ類 福岡市中央区天神一丁目6番8号西9番街 72 092-401-0368
福岡三越 バッグ 福岡市中央区天神2丁目1番1号 7F トラベルバッグコーナー 092-724-3111
キムラ Bag Factory バッグ・ポーチ類 福岡市西区小戸2-13-16 R108 マリノアシティFウォーク 092-892-8636
メルティングポット 博多阪急店 バッグ 福岡市博多区博多駅中央街1-1 6F 092-419-5670
井筒屋本店 バッグ 北九州市小倉北区船場町1番1号 本館5F 紳士鞄売場 093-522-3111

佐賀県 鳥栖プレミアム・アウトレット バッグ・ポーチ類 鳥栖市弥生が丘8-1 945 0942-85-7210
長崎県 浜屋百貨店 バッグ 長崎市浜町7番11号 5F 紳士鞄売場 095-824-3221
熊本県 鶴屋百貨店 バッグ・ポーチ類 熊本市中央区手取本町6番1号 東館4F オロビアンココーナー 096-356-2111

トキハわさだタウン店 バッグ 大分市大字玉沢字楠本755番地の1 2F 旅行用品 097-586-1818
トキハ本店 バッグ 大分市府内町2-1-4 本館4F トラベル用品 097-538-3001
バッグのあつた ポルティエ店 バッグ・ポーチ類 宮崎市新別府町江口862-1 イオン宮崎店2F 0985-41-6586
宮崎山形屋 バッグ 宮崎市橘通東3丁目4番12号 本館2F メンズバッグ 0985-31-3111
鹿児島山形屋 バッグ 鹿児島市金生町3番1号 本館2F 紳士鞄売場 099-227-6111
Le Borse バッグ 鹿児島市中央町1番-1アミュプラザ鹿児島3F 099-812-6025
カバンの樋口 天文館本店 バッグ 鹿児島市東千石町15-5 0992-24-3357

福岡県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

愛媛県

※各店舗により取り扱いシリーズ（アイテム）が異なります。
展開商品については各店舗までお問い合わせの上、ご来店頂きますようお願い致します

三重県

北海道

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

石川県

静岡県

愛知県

大分県

宮崎県

鹿児島県


	提出用

