
ZERO NEWYORK
SHOP LIST
都道府県 店舗名 アストリア マディソン 住所 電話番号

北海道 コーチャンフォー 旭川店 〇 旭川市宮前1条-2-4-1 0166-76-4200

北海道 東急百貨店 札幌店 ○ 札幌市中央区北4条西2丁目ー1 011-212-2279

岩手県 川徳 3F かばん ○ ○ 盛岡市菜園1-10-1 019-651-1111

山形県 マリーン5 1F エースショップ ○ ○ 酒田市中町2-5-1 0234-24-5511

埼玉県 丸広川越 4F 紳士鞄売場 ○ 川越市新富町2-6-1 049-224-1124

埼玉県 八木橋 4Fトラベルバッグ売場 ○ 熊谷市仲町74 048-523-1111

埼玉県 伊勢丹 浦和店 5F ○ さいたま市浦和区高砂1-15-1 048-834-1111

埼玉県 髙島屋 大宮店 5F 旅行用品売場 ○ ○ さいたま市大宮区大門町1-32 048-643-1111

東京都 東急ハンズ 銀座店 〇 中央区銀座2-2-14マロニエゲート銀座9F 03-3538-0109

東京都 ゼロハリバートン GINZA SIX店 〇 〇 中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F 03-6264-5176

東京都 ゼロハリバートン 丸の内店 〇 〇 千代田区丸の内3-1-1 国際ビル1F 03-5220-5137

東京都 西武 池袋本店 8Fトラベル用品売場 〇 豊島区南池袋1-28-1 03-5949-5952

東京都 エース バッグス&ラゲージ 立川 高島屋店 〇 立川市曙町2丁目39番3号立川高島屋SC2F 206 042-595-6751

神奈川県 東急ハンズ 湘南平塚店 〇 平塚市天沼10-1三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚 1F 0463-25-5050

神奈川県 ゼロハリバートン 横浜ランドマークタワー店 〇 〇 横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ4F 045-323-9960

神奈川県 高島屋 横浜店 6F 旅行用品売場 ○ ○ 横浜市西区南幸1-6-31 045-311-5111

新潟県 新潟伊勢丹 ○ 新潟市中央区八千代1-6-1 025-242-1111

愛知県 松坂屋 名古屋店 北館 2F 旅行用品 ○ ○ 名古屋市栄3-16-1 052-264-2631

愛知県 三越 栄店 5F 紳士鞄・旅行用品 ○ ○ 名古屋市栄3-5-1 052-252-3429

愛知県 名鉄百貨店 メンズ館 1F 旅行用品 ○ ○ 名古屋市中村区名駅1-2-1 052-585-7717

京都府 JR京都伊勢丹 6F バッグ&ラゲッジ ○ ○ 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 075-352-1111

大阪府 阪神 梅田本店 6F 紳士カバン売場 ○ ○ 大阪市北区梅田1丁目13番13号 06-6345-1201

大阪府 ルクア1100 8F イセタンメンズスタイル ○ ○ 大阪市北区梅田3-1-3 06-6457-1111

大阪府 阪急うめだ本店 8Fバッグトラベル ○ 大阪市北区角田町8番7号 06-6361-1381

大阪府 近鉄 上本町店 5F 紳士バッグ売場 ○ ○ 大阪市天王寺区上本町6-1-55 06-6775-1111

大阪府 高槻阪急 3F 紳士カバン売場 ○ 高槻市白梅町4番1号 072-683-0111

大阪府 FLIGHT 001 ららぽーと EXPOCITY店 ○ 〇 吹田市千里万博公園2-1ららぽーと EXPOCITY 20380 2F Pゾーン 06-6318-7701

兵庫県 神戸阪急 新館7Fトラベル ○ ○ 神戸市中央区小野柄通8丁目1番8号 078-221-4181

奈良県 近鉄 橿原店 6F 旅行用品売場 ○ 橿原市北八木町3-65-11 0744-25-1111

奈良県 近鉄 奈良店 4F 紳士バッグ売場 ○ ○ 奈良市西大寺東町2-4-1 0742-30-2812

和歌山県 近鉄 和歌山店 4F 紳士鞄売場 ○ ○ 和歌山市友田町5-18 0734-33-1122

島根県 一畑百貨店 4F 紳士鞄売場 ○ ○ 松江市朝日町661 0852-55-2500

岡山県 天満屋 岡山本店 4Fメンズバッグ ○ ○ 岡山市北区表町2-1-1 086-231-7228

広島県 広島三越 5F エースバッグス&ラゲージ ○ ○ 広島市中区胡町5番1号 082-242-3111

広島県 天満屋 福山店 5Fメンズバッグ ○ ○ 福山市元町1-1 084-927-2132

山口県 大丸 下関店 4F エース ○ 下関市竹崎町四丁目4番10号 083-238-0440

山口県 山口井筒屋 3F 旅行用品 ○ 山口市中市町3番3号 083-902-1220

愛媛県 松山三越 4Fオロビアンコ ショップ ○ ○ 松山市一番町3-1-1 089-945-3111

愛媛県 伊予鉄高島屋  5Fメンズバッグ ○ ○ 松山市湊町5-1-1 089-948-2626

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1-1 093-522-2209

福岡県 博多大丸 福岡天神店 7F エーストラベルコーナー ○ ○ 福岡市中央区天神1-4-1 080-8367-2645

福岡県 福岡三越 7F トラベル用品 ○ ○ 福岡市中央区天神2-1-1 092-726-6211

福岡県 岩田屋 本館 6F 旅行用品 ○ ○ 福岡市中央区天神2丁目5番35号 092-734-4671

福岡県 博多阪急 8F トラベル売場 ○ 福岡市博多区博多駅中央街1番1号 092-419-5704

長崎県 佐世保玉屋 2F紳士鞄 ○ 佐世保市栄町2番1号 0956-23-8181

長崎県 浜屋 5F 旅行用品売場 ○ 長崎市浜町7番11号 080-8955-1869

熊本県 鶴屋百貨店 東館 4F ZEROコーナー ○ 〇 熊本市手取本町6-1 096-327-3553

大分県 トキハ わさだ店 2F 旅行用品 ○ ○ 大分市大字玉沢字楠本755番地の1 097-586-1818(代表)

大分県 トキハ 本店 本館 4F トラベル用品 ○ ○ 大分市府内町2-1-4 097-538-1741

※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。
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