
NO. 地区 都道府県 店名 売場名 住所 電話番号

1 北海道 北海道 札幌大丸　 ６Ｆレザーグッズ売場 札幌市中央区北5条西4丁目7番地 011-828-1111
2 北海道 北海道 東急百貨店 札幌店 ７F紳士鞄売場 札幌市中央区北4条西2丁目-1 011-212-2359
3 北海道 北海道 函館丸井 ４Ｆ鞄売場 函館市本町３２-１５ 0138-32-1174
4 北海道 北海道 ㈱マコトヤ　イトーヨーカドー店 帯広市稲田町南8線西10-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ帯広店1F 0155-47-7116
5 北海道 北海道 ㈱マコトヤ　本店 帯広市西2条南8丁目20番地 0155-23-5486
6 北海道 北海道 村田商事㈱ 小樽本店 小樽市稲穂2-10-1 0134-22-5027
7 北海道 北海道 村田商事㈱ アピア店 札幌市中央区北5条西3丁目 ｱﾋﾟｱ内 011-209-1343

8 北海道 北海道 ㈱カンガルー堂　新札幌店 札幌市厚別区厚別中央2-5-7-2 ｻﾝﾋﾟｱｻﾞ1F
011-890-2201
(0118914092)

9 北海道 北海道 ㈱カンガルー堂　釧路店 釧路市昭和中央4-18-1 ｲｵﾝ釧路昭和SC1F 0154-55-7315
10 北海道 北海道 ｶﾘｰﾉ･ﾒﾙﾁｪ ｂｙ ｶﾝｶﾞﾙｰ堂ｲｵﾝ札幌平岡店 札幌市清田区平岡3条5-3-1 ｲｵﾝ札幌平岡SC1F 011-889-6234
11 北海道 北海道 ㈱カンガルー堂　上磯店 北斗市七重浜4丁目44-1 ｲｵﾝ上磯店1F       0138-49-8227
12 北海道 北海道 ㈱カンガルー堂　札幌元町店 札幌市東区北31条15-1-1 ｲｵﾝ札幌元町SC2F 011-743-5838
13 北海道 北海道 ㈱東京デリカ グランサックス苫小牧店 苫小牧市柳町3-1-20 ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧1F 0144-53-5355
14 北海道 北海道 ㈱東京デリカ ＬＰＷ名寄店 名寄市徳田80-1 ｲｵﾝ名寄1F 01654-9-7712
15 北海道 北海道 ㈱東京デリカ ＬＰＷ東神楽店 上川郡東神楽町字神楽49-1 ｱﾙﾃｨﾓｰﾙ東神楽1F 0166-83-2235
16 北海道 北海道 ㈱東京デリカ ＳＢＡ旭川イオンモール店 旭川市宮下通7丁目 ｲｵﾝﾓｰﾙJR旭川3F 0166-29-0077
17 北海道 北海道 コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 札幌市豊平区中の島1条13-1-1 011-817-2000
18 北海道 北海道 コーチャンフォー 新川通店 札幌市北区新川3条18丁目 011-769-2000
19 北海道 北海道 コーチャンフォー 釧路店 釧路市春採7-1-24 0154-46-7788
20 北海道 北海道 コーチャンフォー 旭川店 旭川市宮前1-2-4-1 0166-76-4200
21 北海道 北海道 コーチャンフォー 北見店 北見市並木町521-4 0157-57-1177
22 北海道 北海道 ㈱東京デリカ　ラパックス静内イオン 日高郡新ひだか町静内末広町２－２－１　イオン静内１Ｆ 0146-45-0011
23 北海道 北海道 ａｃｅ．新千歳空港店 2F 北海道千歳市美々新千歳空港内　国内線旅客ターミナルビル2Ｆ 0123-25-8412
24 北海道 北海道 丸井今井 札幌本店 一条館３F紳士鞄売場 札幌市中央区南1条西1丁目-8 011-205-1394
25 北海道 北海道 三越 札幌店 ７F紳士鞄売場 札幌市中央区南1条西3丁目-8 011-222-8045
26 北海道 北海道 藤丸 ４Ｆ鞄売場 帯広市西2条南8丁目1番地 0155-24-2101
27 北海道 北海道 コミュニティープラザ　パラボ 3Ｆ鞄売場 北見市大通り西2丁目1番地 0157-31-3600
28 北海道 北海道 中合 棒二森屋店 ４F紳士バッグ売場 函館市若松町17-12 0138-26-1211
29 東北 青森県 中三　青森 5Ｆ鞄内場 青森市新町1-7-1 0177-77-3131
30 東北 青森県 中三　弘前 ４Fビジネスバッグ売場 弘前市土手町49-1 0172-34-3131
31 東北 青森県 モリタ秋田 レーヴル弘前店 弘前市駅前通3-2-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ弘前店1F 0172-32-8595
32 東北 青森県 モリタ八戸 ﾊﾞｯｸｺﾚｸｼｮﾝ十三日町店 八戸市十三日町10-2 0178-22-7713
33 東北 岩手県 モリタ秋田 宮古ＤＯＲＡ店 宮古市小山田2-2-1 ﾏﾘﾝｺｰﾌﾟDORA店1F 0193-63-5461
34 東北 岩手県 モリタ秋田 バックステージ盛岡店 盛岡市前潟4-7-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡1F 019-641-2251
35 東北 岩手県 川徳 ３F紳士カバン売場 盛岡市菜園1-10-1 019-651-1111
36 東北 岩手県 ﾊﾞｯｸｺﾚｸｼｮﾝﾓﾘﾀ ﾖｰｶﾄﾞｰ店 花巻 花巻市下小舟渡118-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ花巻店 0198-22-4547
37 東北 岩手県 盛田カバン ななっく店 盛岡市中ﾉ橋通1-6-8 Nanak2F 0196-13-2485
38 東北 岩手県 盛田カバン パル店 北上市北鬼柳19-68 0197-65-2560
39 東北 宮城県 ㈱東京デリカ　ﾗﾊﾟｯｸｽﾜｰﾙﾄﾞ仙台中山店 仙台市泉区南中山1-35-40 ｲｵﾝ仙台中山1F 022-303-2822
40 東北 宮城県 藤崎 本館4F紳士鞄売場 仙台市青葉区一番町3-2-17 022-261-5111
41 東北 宮城県 東京屋カバン店 仙台市青葉区一番町3-6-9   022-223-3802
42 東北 宮城県 モリタ八戸 ア･グランクール仙台泉店 仙台市泉区泉中央 1-5-1 ｱﾘｵ仙台泉店2F 022-374-8615
43 東北 宮城県 丸仙カバン店 仙台市青葉区中央2-2-20 022-222-5800
44 東北 宮城県 ㈱東京デリカ　ｱｰﾏ仙台長町店 仙台市太白区長町7-20-3 ｻﾞ･ﾓ-ﾙ仙台長町店1F 022-308-8077
45 東北 秋田県 秋田西武 3F 鞄売場 秋田市中通2-6-1 018ｰ832-5111
46 東北 秋田県 モリタ秋田 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸｽﾄｰﾘｰ御所野店 秋田市御所野地蔵田1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田2F 018-889-8117
47 東北 秋田県 モリタ秋田 バックステージ大曲店 大仙市和合字坪立177 ｲｵﾝ大曲SC2F 0187-73-5235
48 東北 秋田県 モリタ秋田 ﾊﾞｯｸｺﾚｸｼｮﾝ公営駐車場店 秋田市中通2-6-2 018-835-0227
49 東北 秋田県 モリタ秋田 大館いとく店 大館市御成町3-7-58 いとく大館SC2F 0186-42-3611
50 東北 山形県 ビーディ タロ バイ　フジタ天童 天童市芳賀34街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ天童2F2041 023-665-1470
51 東北 山形県 中合 十字屋山形店 ２F紳士鞄売場 山形市幸町2-8 0236-41-1151
52 東北 山形県 マリーン５ 清水屋店 1F 旅行鞄売場 酒田市中町2-5-1 0234-24-5511
53 東北 山形県 カバンのフジタ　本店 山形市十日町1-2-27 0236-22-0210
54 東北 山形県 カバンのフジタ　イオン山形北店 山形市馬見ｹ崎2-12-19 ｲｵﾝ山形北店2F 0236-82-5572
55 東北 山形県 カバンのフジタ　イオンモール山形南店 山形市若宮3-7-8 ｲｵﾝ山形南店1F 023-647-2451
56 東北 山形県 モリタ秋田 バックステージ鶴岡店 鶴岡市錦町2-21 S-MALL1F 0235ｰ24-5332
57 東北 福島県 うすい百貨店 5Ｆ カバン売場 郡山市中町13-1 024-991-0826
58 東北 福島県 ㈱宇都宮ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 会津若松 会津若松市神指町大字南四合字幕内南154ｱﾋﾟﾀ会津若松店1F 0242-36-5620
59 東北 福島県 バッグ＆ラゲージ　ヤマダ いわき市鹿島町米田字日渡5 ｴﾌﾞﾘｱ1F 0246-46-0532
60 東北 福島県 ㈱宇都宮ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 白河西郷 西白河郡西郷村大字小田倉字岩下11-1ｲｵﾝ白河西郷店1Ｆ 0248-31-2043
61 東北 福島県 カバンのフジタ　イオン福島店 福島市南矢野目字西荒田50-17 ｲｵﾝ福島2F 024-559-3081
62 東北 福島県 カバンのフジタ　郡山フェスタ店 郡山市日和田町字小原1丁目 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙﾌｪｽﾀ 2F 0249-68-0355
63 関東 茨城県 水戸京成百貨店 5F 鞄売場 水戸市泉町1-6-1 029-231-1111
64 関東 茨城県 ボルソ　鹿嶋 鹿嶋市宮中290-1ﾁｪﾘｵ内 0299-84-7224
65 関東 茨城県 ボルソ　佐原 稲敷市西代1495 0299-78-2292
66 関東 茨城県 ㈱白木屋　ｲｵﾝ店 下妻市堀籠972-1ｲｵﾝ下妻店 2F 0296-30-1632
67 関東 茨城県 バッグショップラポール 日立店 日立市幸町1-16-1 IY1F 0294-21-7477
68 関東 栃木県 FKD宇都宮店 １Fビジネスバッグ売場 宇都宮市今泉町237 028-623-5121
69 関東 栃木県 FKDインターパーク店 1F カバン売場 栃木県宇都宮市インターパーク６丁目１ 028-657-6539
70 関東 栃木県 東武宇都宮百貨店　大田原店 2Fカバン売場 大田原市美原1-3537-2 0287-20-8200
71 関東 栃木県 福田屋 鹿沼店 1F カバン売場 鹿沼市東末広町1073 0289-63-0011
72 関東 栃木県 ㈱ﾓｷﾞｶﾊﾞﾝ店 足利      足利市朝倉町245-5ｺﾑﾌｧｰｽﾄSC2F 0284-71-4543
73 関東 栃木県 ㈱宇都宮ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 宇都宮 宇都宮市江曽島本町22-7ｱﾋﾟﾀ宇都宮店1Ｆ 028-684-2310
74 関東 栃木県 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 ﾚｾﾞｰﾙﾌｧﾑﾊﾟｾｵ宇都宮 宇都宮市川向町1-23宇都宮駅ﾋﾞﾙ ﾊﾟｾｵ2F 028-627-8556
75 関東 群馬県 髙島屋 高崎店 4F カバン売場 高崎市旭町45 027-327-1111
76 関東 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13-1 027-326-1111
77 関東 群馬県 スズラン百貨店 前橋店 1F かばん売場 前橋市千代田町2-12-3 027-233-1112

78 関東 群馬県 モリタ八戸 ﾊﾞｯｸｺﾚｸｼｮﾝ ｲｵﾝ太田 太田市石原町81番地ｲｵﾝ太田SC1F
0276-48-3221(得意先用)
0276-47-8626(お客様用)

79 関東 群馬県 ㈱ギャレリア・ニズム 高崎市飯塚町31-1 027-365-5220
80 関東 群馬県 ㈱ﾓｷﾞｶﾊﾞﾝ店 桐生 桐生市本町5-369 0277-22-3824
81 関東 群馬県 ㈱ﾓｷﾞｶﾊﾞﾝ店 ﾆｺﾓｰﾙ 太田市新田市野井町592-13ﾆｺﾓｰﾙ1F 0276-20-9309
82 関東 群馬県 ㈱宇都宮ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 館林 館林市楠町3648-1館林つつじの里SCｱｾﾞﾘｱﾓｰﾙ1F 0276-70-1270
83 関東 埼玉県 伊勢丹 浦和店 5F カバン売場 さいたま市浦和区高砂1-15-1 048-825-8777
84 関東 埼玉県 そごう 大宮店 ６Ｆ　鞄売場 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 048-657-7262
85 関東 埼玉県 髙島屋 大宮店 ５Ｆ　紳士鞄売場 さいたま市大宮区大門町1-32 048-643-1111
86 関東 埼玉県 丸広百貨店 上尾店 ４Fビジネスバッグ売場 上尾市宮本町1-1 048-777-1111
87 関東 埼玉県 丸広百貨店 入間店 ３Fビジネスバッグ売場 入間市豊岡1-6-12 04-2963-1111
88 関東 埼玉県 丸広百貨店 川越店 ４Fビジネスバッグ売場 川越市新富町2-6-1 049-224-1241
89 関東 埼玉県 そごう 川口店 ６Ｆ　ビジネスバッグ売場 川口市栄町3-5-1 048-258-2111
90 関東 埼玉県 八木橋 ４F　ビジネスバッグ売場 熊谷市仲町74 0485-23-1111
91 関東 埼玉県 ㈱東京デリカ　LP若葉ｳｫｰｸ 鶴ヶ島市富士見1-2-1若葉ｳｫｰｸ1F 049-272-3577
92 関東 埼玉県 ㈱東京デリカ　SBAL越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ 越谷市東町2-8ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝMORI  B街区2F 048-990-1292
93 関東 埼玉県 ㈱東京デリカ　SBAL川越ｱﾄﾚﾏﾙﾋﾛ 川越市脇田町105川越ｱﾄﾚﾏﾙﾋﾛ5F 049-227-5010
94 関東 埼玉県 ㈱東京デリカ　SBAL春日部ｲｵﾝﾓｰﾙ 春日部市下柳字森田420-1ｲｵﾝﾓｰﾙ2F 048-718-1207
95 関東 埼玉県 ㈱東京デリカ　GS上尾ｱﾘｵ 上尾市壱丁目367ｱﾘｵ上尾1F 048-780-0073
96 関東 埼玉県 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 ﾚｾﾞｰﾙ川口前川 川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川3F 048-263-5022
97 関東 埼玉県 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 ﾚｾﾞｰﾙ浦和ﾊﾟﾙｺ さいたま市浦和区東高砂町11-1浦和ﾊﾟﾙｺ4F 048-611-8421
98 関東 埼玉県 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 ﾚｾﾞｰﾙｲｵﾝ与野 さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝﾓｰﾙ与野2F 048-799-2255
99 関東 埼玉県 ＬＵＳＳＯ　北戸田店　紳士 戸田市美女木東1-3-1 ｲｵﾝ北戸田店2F ﾙｯｿ 048-422-9700
100 関東 埼玉県 ㈱東急ハンズ　大宮 さいたま市大宮区桜木町2-3DOMｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 4F 048-640-7111

全国 ａｃｅ．ＧＥＮＥ フレックスライトフィット　　取扱店舗リスト　

【注意】商品を導入している店舗リストですが、品切れの場合もございますので、必ず事前にお客様ご自身で在庫の有無を
ご確認の上、ご来店いただきますよう宜しくお願い申し上げます。



NO. 地区 都道府県 店名 売場名 住所 電話番号

全国 ａｃｅ．ＧＥＮＥ フレックスライトフィット　　取扱店舗リスト　

【注意】商品を導入している店舗リストですが、品切れの場合もございますので、必ず事前にお客様ご自身で在庫の有無を
ご確認の上、ご来店いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

101 関東 埼玉県 J's旅道具　大宮 さいたま市大宮区桜木町1-7-5ｿﾆｯｸｼﾃｨﾋﾞﾙ2F 048-647-7788
102 関東 埼玉県 ㈲油屋　浦和駅前 さいたま市浦和区高砂1-6-10 048-822-2342
103 関東 千葉県 ａｃｅ．流山おおたかの森店 千葉県流山市西初石6-185-2　流山おおたかの森ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 04-7168-0032
104 関東 千葉県 髙島屋 柏店 ６Ｆ　鞄売場 柏市末広町3-16 04-7144-1111
105 関東 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 043-245-8553
106 関東 千葉県 ボンベルタ 成田店 ３Ｆ 鞄売場 成田市赤坂2-1-10 047-626-2111
107 関東 千葉県 西武百貨店 船橋店 ６Ｆ 紳士雑貨売場 船橋市本町1-2-1 047-425-5426
108 関東 千葉県 東武百貨店 船橋店 ６Ｆ 紳士鞄売場 船橋市本町7-1-1 047-425-2211
109 関東 千葉県 伊勢丹 松戸店 6F カバン売場 松戸市松戸1307-1 047-366-5267
110 関東 千葉県 ㈱東京デリカ　AMA蘇我ｱﾘｵ 千葉市中央区川崎町52-7ｱﾘｵ蘇我1F 043-305-2602
111 関東 千葉県 ㈱東京デリカ　GS市原ｱﾘｵ 市原市更級4-3-2ｱﾘｵ市原1F 0436-20-1510
112 関東 千葉県 グランサックス　ユーカリが丘イオンタウン 佐倉市西ﾕｰｶﾘが丘6-12-3 ｲｵﾝﾀｳﾝﾕｰｶﾘが丘東街区1F 043-308-7675
113 関東 千葉県 ㈱東京デリカ　LP柏ﾓﾗｰｼﾞｭ 柏市大山台2-5-3ﾓﾗｰｼﾞｭ柏1F 047-136-8508
114 関東 千葉県 ㈱NAAリテイリング　FaSoLaMEN'S 千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１３４０－１１ウイングＥＸＰ成田 0479-78-8061
115 関東 千葉県 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 ﾚｾﾞｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ 印西市中央北3-2ｲｵﾝﾓｰﾙ3F 0476-40-6575
116 関東 千葉県 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 ﾚｾﾞｰﾙ柏の葉 柏市若柴175ららぽーと柏の葉2F2510 04-7168-1706
117 関東 千葉県 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 ｲｵﾝﾀｳﾝ成田富里 成田市東町133番地ｲｵﾝﾀｳﾝ成田富里1Ｆ 0476-37-5810
118 関東 千葉県 ボルソ　旭 旭市イ2685ｻﾝﾓｰﾙ内 0479-62-6545
119 関東 千葉県 ボルソ　茂原 茂原市高師1735ｱｽﾓ内 0475-26-6664
120 関東 千葉県 クロッシングタイム 八千代市村上4001-4ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ八千代店2F 047-405-1511
121 関東 千葉県 ㈱東急ハンズ　柏 柏市末広町1-1 柏高島屋ｽﾃｰｼｮﾝﾓｰﾙS館専門店街8F 047-141-6111
122 関東 千葉県 ㈱東京デリカ　LPW八千代台 八千代市八千代台東1-1-10ﾕｱｴﾙﾑ3F 047-485-1591
123 関東 千葉県 ㈱東京デリカ　LP旭 旭市ｲ字川端2676-1ｻﾝﾓｰﾙ1F 0479-63-5438
124 関東 千葉県 ㈱東京デリカ　GS富津 富津市青木200街区ｲｵﾝﾓｰﾙ富津1F 0439-80-4078
125 関東 千葉県 ㈱東京デリカ　ＧＳ鎌取 千葉市緑区おゆみ野3-16-1ｲｵﾝ鎌取店2F 043-300-4621
126 関東 千葉県 ㈱東京デリカ　SBAL船橋 船橋市山手1-1-8ｲｵﾝﾓｰﾙ船橋1F 047-410-1020
127 関東 千葉県 ㈱東京デリカ　GS浦安 浦安市入船1-4-1ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ新浦安2F 0473-81-2244
128 関東 千葉県 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 ﾚｾﾞｰﾙ千葉 千葉市中央区富士見2-25-1 C‐one 043-201-0168
129 関東 千葉県 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 市原 市原市青柳北1-1ｱﾋﾟﾀ2F 0436-23-0741
130 関東 千葉県 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 木更津 木更津市ほたる野4-2-48ｱﾋﾟﾀ木更津1F 0438-30-9598
131 関東 千葉県 ㈱エル　市川 市川市市川1-1-1ｼｬﾎﾟｰ市川B1F 0473-26-6005
132 関東 東京都 ハンズビー丸の内オアゾ 千代田区丸の内1-6-4 丸の内ｵｱｿﾞB1F 03-5221-8031
133 関東 東京都 ㈱東急ハンズ　ららぽーと豊洲 江東区豊洲2-4-9ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽｰと豊洲1F 03-5547-0109
134 関東 東京都 ㈱東急ハンズ　北千住 足立区千住3-92北千住ﾏﾙｲ7F 03-5284-6111
135 関東 東京都 ａｃｅ．八重洲店 東京都中央区八重洲2-1　八重洲地下街中1号（外堀地価2番通り） 03-6262-2760
136 関東 東京都 ａｃｅ．有楽町店 1F 東京都千代田区有楽町1-12-1　新有楽町ビル1Ｆ 03-3211-1266
137 関東 東京都 ａｃｅ．ダイバーシティ東京プラザ店 5F 東京都江東区青海1-1-10　ダイバーシティ東京プラザ5Ｆ 03-6380-7022
138 関東 東京都 ａｃｅ．上野マルイ店 5F 東京都台東区上野6-15-1　上野マルイ5Ｆ 03-5817-4513
139 関東 東京都 ａｃｅ．町田東急ツインズ店 イースト館2F 東京都町田市原町田6-4-1　町田東急ツインズ　イースト館2Ｆ 042-728-2158
140 関東 東京都 ａｃｅ．羽田空港店 4F 東京都大田区羽田空港3-3-2　第一旅客ターミナルビルマーケットプレイス4Ｆ 03-5757-8739
141 関東 東京都 髙島屋　新宿店 ６Ｆ　紳士鞄売場 渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 03-5361-1391
142 関東 東京都 東急百貨店 東横店 南館4F 鞄売場 渋谷区渋谷2-24-1 03-3477-3111
143 関東 東京都 東急百貨店 本店 5F 旅行鞄売場 渋谷区道玄坂2-24-1 03-3477-3111
144 関東 東京都 小田急百貨店 新宿店 7F 紳士カバン売場 新宿区西新宿1-1-3 03-5325-2602
145 関東 東京都 京王百貨店 新宿店 ５F鞄売場 新宿区西新宿1-1-4 03-3342-2111
146 関東 東京都 髙島屋 玉川店 ４Ｆ　鞄売場 世田谷区玉川3-17-1 03-3709-3111
147 関東 東京都 松坂屋 上野店 本館５F紳士鞄売場 台東区上野3-29-5 03-3832-1111
148 関東 東京都 大丸 東京店 7F トラベルバッグ売場 千代田区丸の内1-9-1 03-3212-8011
149 関東 東京都 松屋 　銀座店 ５階紳士鞄売場 中央区銀座3-6-1 03-3567-1211
150 関東 東京都 日本橋 髙島屋 ５Ｆ　旅行用品売場 中央区日本橋2-4-1 03-3211-4111
151 関東 東京都 日本橋 三越本店 １Fメンズバッグ売場 中央区日本橋室町1-4-1 03-3274-8424
152 関東 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 03-5951-8358
153 関東 東京都 西武百貨店 池袋本店 ５F　紳士鞄売場 豊島区南池袋1-28-1 03-5949-5952
154 関東 東京都 東急百貨店 吉祥寺店 5F 鞄売場 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 0422-21-5223
155 関東 東京都 伊勢丹 府中店 ５F紳士鞄売場 府中市宮町1-41-2 042-334-1264
156 関東 東京都 京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 6F 鞄売場 多摩市関戸1-10-1 042-334-2233
157 関東 東京都 伊勢丹 立川店 ５F紳士鞄売場 立川市曙町2-5-1 042-548-2125
158 関東 東京都 髙島屋 立川店 ５Ｆ　紳士鞄売場 立川市曙町2-39-3 042-525-2111
159 関東 東京都 小田急百貨店　町田店 ３階紳士鞄売場 町田市原町田6-12-20 042-727-1111
160 関東 東京都 松屋浅草店 本館2Ｆ紳士 台東区花川戸1-4-1 03-3842-5750
161 関東 東京都 ㈱東京デリカ　GS亀有ｱﾘｵ 葛飾区亀有3-49ｱﾘｵ亀有ｱﾘｵﾓｰﾙ2F 03-3603-2720
162 関東 東京都 ㈱東京デリカ　SB池袋ｻﾝｼｬｲﾝ 豊島区東池袋3-1-1ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ専門店街ｱﾙﾊﾟ1F 03-5928-1183
163 関東 東京都 ㈱京王アートマン　八王子 八王子市明神町3-27-1京王八王子SC7F 0426-56-7292
164 関東 東京都 ㈱東京デリカ　C国領 調布市国領町8-2-64ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ国領店2F 03-5438-6354
165 関東 東京都 ㈱東京デリカ　SB日の出ｲｵﾝ 西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237番地3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出1F 042-588-7578
166 関東 東京都 ㈱東京デリカ　GS武蔵小金井 小金井市本町6-14-9ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ2F 042-380-7784
167 関東 東京都 ㈱東京デリカ　SB多摩平の森 日野市多摩平2-4-1ｲｵﾝﾓｰﾙ多摩平の森2F 042-589-6665
168 関東 東京都 ㈱東京デリカ　SB立川立飛ららぽーと 立川市泉町935-1 ららぽｰと立川立飛 1F 042-540-6270
169 関東 東京都 ㈱東京デリカ　GS蒲田ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ 大田区西蒲田7-68-1ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ西館6F 03-5714-5232
170 関東 東京都 ㈱東京デリカ　GS北砂ｱﾘｵ 江東区北砂2-1-10ｱﾘｵ北砂2F 03-5606-0170
171 関東 東京都 ㈱ｶﾝｶﾞﾙｰ堂 ﾚｾﾞｰﾙ錦糸町 墨田区錦糸町2-2-1 4Ｆ　 03-6658-8036
172 関東 東京都 ㈱東京デリカ　SB新橋 港区新橋2丁目東口地下街1号 03-3574-7281
173 関東 東京都 ㈱京王アートマン　聖蹟桜ヶ丘 多摩市関戸1-11-1京王聖蹟桜ヶ丘SC A館3F 0423-37-2564
174 関東 東京都 ㈱東京デリカ  GS武蔵境 武蔵野市境南町2-3-6ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵境店4F 0422-34-8961
175 関東 東京都 ㈱東京デリカ  LP八王子狭間 八王子市狭間町1462-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ狭間店1F 0426-62-6470
176 関東 東京都 ㈱東京デリカ　LP笹塚 渋谷区笹塚1-48-14笹塚ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ 1F 03-3485-0191
177 関東 東京都 イル　調布ﾊﾟﾙｺ 調布市小島町1-38-1ﾊﾟﾙｺ4F 0424-89-5297
178 関東 東京都 ㈱エル　田無 西東京市田無町2-1-1ｱｽﾀ1F 042-460-2030
179 関東 東京都 ㈲東京田中 品川区小山3-23-5 03-3785-0030
180 関東 東京都 マスヤ商事㈱ 台東区上野4-10-7 03-3832-3871
181 関東 東京都 ㈱東急ハンズ　池袋 豊島区東池袋1-28-10 2F 03-3980-6111
182 関東 東京都 ㈱東急ハンズ　渋谷 渋谷区宇田川町12-18 1Cﾌﾛｱﾊﾞｯｸﾞ売場 03-5489-5111
183 関東 東京都 ㈱東急ハンズ　町田 町田市原町田6-4-1町田東急ﾂｲﾝｽﾞEAST6F 042-728-2511
184 関東 神奈川県 ａｃｅ．ららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都築区池辺町4035-1 045-532-8037
185 関東 神奈川県 ａｃｅ．ラゾーナ川崎店 1F 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1　1Ｆ 044-874-8406
186 関東 神奈川県 ａｃｅ．西武東戸塚店 5F 神奈川県横浜市戸塚区品濃町537-1　西武東戸塚店5Ｆ 045-410-6731
187 関東 神奈川県 ａｃｅ．ららぽーと湘南平塚店 3F 神奈川県平塚市天沼10-1　ららぽーと湘南平塚3Ｆ 0463-71-6110
188 関東 神奈川県 ａｃｅ．ららぽーと海老名店 4F 神奈川県海老名市扇町1-3-1　ららぽーと海老名4Ｆ 046-206-6630
189 関東 神奈川県 髙島屋 港南台店 ３Ｆ 旅行用品売場 横浜市港南区港南台3-1-3 045-833-2211
190 関東 神奈川県 京急百貨店 6F 鞄売場 横浜市港南区上大岡西1-6-1 045-848-7578
191 関東 神奈川県 そごう 横浜店 5Ｆ 紳士鞄売場 横浜市西区高島2-18-1 045-465-5418
192 関東 神奈川県 髙島屋 横浜店 ６F　鞄売場 横浜市西区南幸1-6-31 045-311-5111
193 関東 神奈川県 東急百貨店 たまプラーザ 3F 鞄売場 横浜市青葉区美しヶ丘1-7 045-903-2211
194 関東 神奈川県 阪急阪神百貨店　都筑阪急 １Ｆ　紳士バッグ売場 横浜市都筑区中川中央1-31-1-1 045-914-1354
195 関東 神奈川県 西武百貨店 小田原店 １Ｆ　カバン売場 小田原市中里208 0465-49-7111
196 関東 神奈川県 伊勢丹 相模原店 4F 紳士装身具売場 相模原市相模大野4-4-3 042-740-3361
197 関東 神奈川県 さいか屋 藤沢店 ４Fビジネスバッグ売場 藤沢市藤沢555 0466-21-3737
198 関東 神奈川県 小田急百貨店 藤沢店 ５階紳士鞄売場 藤沢市南藤沢21-1 0466-26-6111
199 関東 神奈川県 さいか屋 横須賀店 1Ｆｴｰｽｼｮｯﾌﾟ 横須賀市大滝町1-13 046-822-8005
200 関東 神奈川県 ㈱京王アートマン　新百合ヶ丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1新百合ヶ丘OPA4F 044-965-8010
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201 関東 神奈川県 ㈱東京デリカ　AMA湘南台ＩＹ 藤沢市石川6-2-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ湘南台1F 0466-86-6455
202 関東 神奈川県 ㈱東京デリカ　GS湘南ﾓｰﾙ 藤沢市辻堂新町4-1-1湘南ﾓｰﾙFILL 1F 0466-31-6343
203 関東 神奈川県 ㈱東京デリカ　GS横須賀 横須賀市本町2-1-12ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ2F 046-828-8977
204 関東 神奈川県 ㈱東京デリカ　LP綾瀬ﾀｳﾝﾋﾙｽﾞ 綾瀬市深谷3734-1 綾瀬ﾀｳﾝﾋﾙｽﾞ1F 0467-79-5257
205 関東 神奈川県 ㈱東京デリカ　ＬＰ金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷東2-1-1 ｱﾋﾟﾀ金沢文庫 2F 045-342-9220
206 関東 神奈川県 ㈱東京デリカ　ＳＢＪ川崎駅 川崎市川崎区駅前本町26-1-444 ｱﾄﾚ川崎4F 044-233-1781
207 関東 神奈川県 ㈱東京デリカ　GSさぎ沼 川崎市宮前区鷺沼1-1ﾌﾚﾙさぎ沼2F 044-862-6830 
208 関東 神奈川県 八戸モリタ　ﾊﾟｯｾﾝｼﾞｬｰﾒｯｾｰｼﾞ日吉 横浜市港北区日吉2-1-1日吉東急2F 045-564-1501
209 関東 神奈川県 ㈱オルビータ　ペレッテリーア 横浜市港北区新横浜3-4ﾌﾟﾘﾝｽﾍﾟﾍﾟ2F 045-473-6658
210 関東 神奈川県 ㈱東急ハンズ　ららぽーと横浜 横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽｰと横浜2F 045-929-0109
211 関東 神奈川県 ㈱東急ハンズ　川崎 川崎市川崎区駅前本町8DICE5F 044-230-0109
212 関東 神奈川県 ㈱東京デリカ　GS秦野ｲｵﾝ 秦野市入船町2151ｲｵﾝ秦野店1F 0463-80-2203
213 関東 神奈川県 ㈱東京デリカ　GS横須賀中央 横須賀市若松町2-30-0211ﾓｱｰｽﾞｼﾃｨ2F 046-828-8031
214 関東 神奈川県 ㈱大津屋ヤマト　本店 小田原市栄町2-8-7 0465-22-2828
215 関東 神奈川県 ㈱東京デリカ　LPW川崎港町 川崎市川崎区港町12-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ2F 044-221-6077
216 関東 神奈川県 田中鞄店　横浜ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 横浜市西区南幸1-4 B1(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ地下街) 045-316-3338
217 関東 神奈川県 ㈱東急ハンズ　横浜 横浜市西区南幸1-3-1横浜ﾓｱｰｽﾞ 045-320-0109
218 中部 新潟県 新潟三越 5F ビジネスバッグ売場 新潟市中央区西堀通5番町866 025-227-1111
219 中部 新潟県 新潟伊勢丹 4F 鞄売場 新潟市中央区八千代1-6-1 025-242-1111
220 中部 新潟県 ㈱マツウラ 柏崎市東本町 1-11-39 0257-24-3368
221 中部 新潟県 ケイアイ商事㈱ いとう屋イオン長岡店 長岡市小沢町249-1 ｲｵﾝ長岡店 0258-27-4117
222 中部 新潟県 ケイアイ商事㈱ カビリア直江津店 上越市西本町3-8-8 0255-43-2676
223 中部 新潟県 ケイアイ商事㈱ バックデポ新潟店 新潟市中央区南出来島1-1-11 025-285-7287
224 中部 新潟県 ケイアイ商事㈱ カビリア ｱﾋﾟﾀ新潟西店 新潟市西区小新白鳥474 ｱﾋﾟﾀ新潟西店2F 025-232-0588
225 中部 新潟県 ㈱東京デリカ　ﾗﾊﾟｯｸｽ長岡店 長岡市城内町1-611-1 CoCoLo1F 0258-37-2138
226 中部 新潟県 ㈱東京デリカ　ｸﾞﾗﾝｻｯｸｽ長岡店 長岡市千秋2-278 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋1F 区画NO.138 0258-25-9755
227 中部 富山県 大和　富山店 5F鞄売場 富山市総曲輪3-8-6 076-407-6855
228 中部 富山県 ㈱東京デリカ ラパックス アピタ魚津店 魚津市住吉600番地 ｱﾋﾟﾀ1F 0765-23-4215
229 中部 石川県 めいてつ・エムザ 5F　鞄売場 金沢市武蔵町15-1 076-260-2632
230 中部 石川県 大和　香林坊店 5F鞄売場 金沢市香林坊1-1-1 076-220-1525
231 中部 石川県 バッグの山上本店　小松市 小松市八日市町33 0761-21-7531
232 中部 石川県 ㈱ハシモト Ｊ ａｎｄ Ｄ イオンかほく店 かほく市内日角ﾀ25番 ｲｵﾝかほく店    076-289-1367
233 中部 石川県 （株）フィットハウス　金沢西店 石川県野々市市横宮町１０３ 076-246-8488
234 中部 福井県 （株）あぶらや エルパ店 福井市大和田2-1212 ﾌｪｱﾓｰﾙ福井1F 0776-57-2678
235 中部 福井県 みどりや　 福井県大野市鍬掛17-17-1 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙVIO内 0779-65-5775
236 中部 福井県 松屋カバン店 福井市 福井市大手3丁目 放送会館ﾃﾞﾊﾟｰﾄ内 0776-22-8764
237 中部 山梨県 岡島 4F 鞄売場 甲府市丸の内1-21-15 055-232-2111
238 中部 長野県 ながの 東急百貨店 ４Ｆ鞄売場 長野市南千歳町1-1-1 026-226-8181
239 中部 長野県 ㈱東京デリカ　北長野店 長野市吉田3-22-1 長野東急ﾗｲﾌ北長野店1F 026-259-8134
240 中部 長野県 ㈱東京デリカ　LPW駒ヶ根店 駒ヶ根市赤穂1568 ﾍﾞﾙｼｬｲﾝ駒ヶ根店1F 0265-83-4032
241 中部 長野県 モリタ秋田 ﾊﾞｯｸﾞｽﾃｰｼﾞｲｵﾝ佐久平店 佐久市佐久平駅南11-10 ｲｵﾝ佐久平SC1F 0267-66-3121
242 中部 岐阜県 岐阜髙島屋 6F 鞄売場 岐阜市日ノ出町2-25 058-264-1101
243 中部 岐阜県 フィットハウス美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市山手町1-127 0574-27-1523
244 中部 岐阜県 フィットハウス可児店 岐阜県可児市下恵土867 0574-63-5440
245 中部 岐阜県 フィットハウス恵那店 岐阜県恵那市長島町正家743 0573-25-7831
246 中部 岐阜県 フィットハウス各務原店 岐阜県各務原市小佐野町1-24 0583-89-3998
247 中部 岐阜県 フィットハウス北方店 岐阜県本巣郡北方町春来町1丁目193 058-323-3993
248 中部 岐阜県 フィットハウスアクアウォーク大垣 岐阜県大垣市林町6-80-21 0584-77-5539
249 中部 静岡県 松坂屋 静岡店 本館2F 紳士 静岡市葵区御幸町10-2 054-205-2145
250 中部 静岡県 遠鉄百貨店 6F 鞄売場 浜松市中区砂山町320-2 053-457-5349
251 中部 静岡県 ㈱東京デリカ　ｸﾞﾗﾝｻｯｸｽ浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200 ﾌﾟﾚ葉ｳｫｰｸ浜北1F 053-584-2638
252 中部 静岡県 ㈱東京デリカ ｸﾞﾗﾝｻｯｸｽ富士南ｲｵﾝﾀｳﾝ店 富士市鮫島118-10 ｲｵﾝﾀｳﾝ富士南1F 0545-65-6234
253 中部 静岡県 ㈱東京デリカ　ｸﾞﾗﾝｻｯｸｽ磐田アピタ店 磐田市今之浦3-1-11 ｱﾋﾟﾀ磐田店1F 0538-39-0305
254 中部 静岡県 バックのいけや　パティオ店 静岡県袋井市上山梨4-1-2 0538-48-5895
255 中部 静岡県 フィットハウス磐田店 静岡県磐田市下万能413 0538-21-0788
256 中部 静岡県 辻梅鞄店　浜松市 静岡県浜松市中区砂山町355-2 053-452-6015
257 中部 静岡県 フィットハウス静岡店 静岡県静岡市清水区長崎南町111番地 0543-44-7788
258 中部 静岡県 フィットハウス沼津店 静岡県沼津市西沢田字直路481番地 055-929-8882
259 中部 静岡県 東急ハンズ 静岡店 静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡ｾﾉﾊﾞ3F 3010 054-266-7032
260 中部 静岡県 池田屋　 清水店 静岡市清水区銀座11-1 0543-66-5640
261 中部 静岡県 ㈱東京デリカ　ﾗﾊﾟｯｸｽ三島店 三島市中田町9-30 日清ﾌﾟﾗｻﾞ2F 055-981-6923
262 中部 静岡県 ㈱東京デリカ  ﾙ･ﾌﾗｳ大仁店 伊豆の国市吉田九十分153-1 ｱﾋﾟﾀ大仁2F 0558-75-5110
263 中部 静岡県 ㈱東京デリカ　ﾗﾊﾟｯｸｽ沼津店 沼津市高島本町1-5 ｲｼﾊﾞｼﾌﾟﾗｻﾞ3F 0559-27-3688
264 中部 静岡県 ㈱東京デリカ　ｸﾞﾗﾝｻｯｸｽ静岡店 静岡市駿河区石田1-5-1 ｱﾋﾟﾀ静岡店2F 054-654-4355
265 中部 静岡県 ㈱東京デリカ GS富士宮店 富士宮市浅間町1-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ富士宮店2F 0544-28-2022
266 中部 静岡県 ㈱東京デリカ LPW清水ﾍﾞｲﾄﾞﾘｰﾑ店 静岡市清水区駒越北町8-1 ﾍﾞｲﾄﾞﾘｰﾑ清水SC1F 054-337-1121
267 中部 静岡県 池田屋　 静岡店 静岡市葵区呉服町 2-8-3-2F 054-255-9173
268 中部 静岡県 ㈲オカムラ靴店 御前崎市池新田5832-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ浜岡 0537-86-7555
269 中部 愛知県 名古屋三越星ヶ丘店 6F 鞄売場 名古屋市千種区星が丘元町14-14 052-783-1111
270 中部 愛知県 松坂屋 名古屋店 北館1F 紳士鞄売場 名古屋市中区栄3-16-1 052-251-1111
271 中部 愛知県 丸栄 7F 旅行用品売場 名古屋市中区栄3-3-1 052-264-5025
272 中部 愛知県 名古屋三越栄店 5F 旅行用品売場 名古屋市中区栄3-5-1 052-252-1111
273 中部 愛知県 名鉄百貨店 メンズ館 1F紳士鞄売場 名古屋市中村区名駅1-2-1 052-585-1111
274 中部 愛知県 名鉄百貨店 一宮店 5F カバン売場 一宮市新生1-1-1 0586-46-7111
275 中部 愛知県 西武百貨店 岡崎店 3F 紳士雑貨売場 岡崎市戸崎町外山38-5 0564-59-0111
276 中部 愛知県 ほの国百貨店 5F カバン売場 豊橋市駅前大通り2-10 0532-53-8225
277 中部 愛知県 松坂屋 豊田店 5F 旅行用品売場 豊田市西町6-85-1 0565-37-3693
278 中部 愛知県 (有)山田鞄店　本店 愛知県岡崎市康生通東6-1 0564-22-1226
279 中部 愛知県 バゲージＹ　オム 愛知県岡崎市戸崎町外山1-1 0564-59-1235
280 中部 愛知県 高山カバン 愛知県西尾市下町御城下23-1 0563-57-8155
281 中部 愛知県 グランサックス徳重ヒルズ 愛知県名古屋市緑区鳴海町徳重18-44 052-879-6881
282 中部 愛知県 ビブレジーン　常滑店　婦人 愛知県常滑市りんくう町２－２０－３イオンスタイル常滑店２Ｆ 0569-34-5021
283 中部 愛知県 フィットハウス安城店 愛知県安城市二本木町2-10-18 0566-76-9331
284 中部 愛知県 フィットハウス瀬戸店 愛知県瀬戸市西原町2-39 0561-87-2080
285 中部 愛知県 フィットハウス東海店 愛知県東海市名和町向田1-1 052-689-1662
286 中部 愛知県 フィットハウス三好店 愛知県みよし市三好町上砂後8-14 0561-33-3939
287 中部 愛知県 フィットハウス小牧店 愛知県小牧市大字二重堀上池189-1 0568-43-2227
288 中部 愛知県 フィットハウスリーフＷ稲沢店 愛知県稲沢市長野７－１－２リーフウォーク２Ｆ 0587-23-6318
289 中部 愛知県 ヨシダ靴店 Ｙキューブ安城店 安城市三河安城町2丁目24 0566-77-4180
290 中部 愛知県 東急ハンズ名古屋店　10階 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 052-566-0109
291 中部 愛知県 東急ハンズANNEX店　5階 愛知県名古屋市中区錦3-5-4 052-953-2811
292 中部 愛知県 フィットハウス千種店 愛知県名古屋市中区新栄3-20-24 052-269-3686
293 中部 愛知県 グランサックス江南西店 愛知県江南市松竹町上野205 0587-51-5382
294 中部 愛知県 ﾗﾊﾟｯｸｽﾜｰﾙﾄﾞ津島店 愛知県津島市大字津島字北新開351 0567-22-4622
295 中部 愛知県 ラパックス犬山店 愛知県犬山市天神町1-1 0568-63-2080
296 近畿 三重県 津 松菱 4F ビジネスバッグ売場 津市東丸の内4-10 059-228-1311
297 近畿 三重県 近鉄百貨店 四日市店 4F 紳士鞄売場 四日市市諏訪栄町7-34 059-353-5151
298 近畿 三重県 ｱｸﾞﾗﾝｸｰﾙ鈴鹿 三重県鈴鹿市庄野羽山町4-1-2 0593-75-0525
299 近畿 三重県 フィットハウス四日市店 三重県四日市市ときわ1-3-27 0593-50-8181
300 近畿 三重県 八郎靴鞄店　本店　鈴鹿市 三重県鈴鹿市かんべ２－１１－１４ 0593-82-0410
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301 近畿 滋賀県 西武百貨店 大津店 4Fビジネスバッグ・トラベルバッグ売場 大津市におの浜2-3-1 077-521-0111
302 近畿 滋賀県 近鉄百貨店 草津店 3F旅行用品・紳士かばん売場 草津市渋川1-1-50 077-564-1111
303 近畿 滋賀県 グランサックス　ビバシティ彦根 彦根市竹ケ鼻町４３－２　ＶＩＶＡシテイ彦根１Ｆ 0749-27-6131 
304 近畿 滋賀県 ラパックスワールド　近江八幡店  近江八幡市鷹飼町５００３近江八幡イオン２Ｆ 0748-37-4800
305 近畿 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
306 近畿 京都府 大丸 京都店 5F 紳士カバン売場 京都市下京区四条高倉西入立売西町79番地 075-211-8111
307 近畿 京都府 髙島屋 京都店 4F 紳士鞄売場 京都市下京区四条通河原町西入真町52 075-221-8811
308 近畿 京都府 髙島屋 洛西店 2F 旅行用品売場 京都市西京区大原野東境谷町2-5-5 075-332-1111
309 近畿 京都府 レーブル　京都洛南店 京都市南区吉祥院御池町  ３１番地 075-693-7140
310 近畿 京都府 グランサックス　京都ヨドバシ 京都市下京区東塩小路町５９０－２　京都ヨドバシ４Ｆ 075-354-8516
311 近畿 京都府 グランサックス伏見ＭＯＭＯ店 京都市伏見区桃山町山ノ下３２  ＭＯＭＯ２Ｆ  075-604-5630
312 近畿 京都府 グランサックス　久御山店 久世郡久御山町森南大内  １５６－１　イオンショッピングセンター１Ｆ 075-632-6985 
313 近畿 大阪府 ａｃｅ．新大阪店 2F 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 アルデ新大阪２Ｆ 06-4805-7001
314 近畿 大阪府 ａｃｅ．なんばCITY店 Ｂ2F 大阪府大阪市中央区難波5-1-60　なんばCITY　B2F 06-6556-7656
315 近畿 大阪府 ａｃｅ．くずはモール店 本館２F 大阪府枚方市花園町15-1　くずはモール本館2F 072-807-8075
316 近畿 大阪府 近鉄百貨店 阿倍野店 7F 紳士バッグ売場 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 06-6624-1111
317 近畿 大阪府 阪急うめだ本店 8Ｆメンズバッグ売場 大阪市北区角田町8番7号 06-6361-1381
318 近畿 大阪府 阪神百貨店 6F 紳士鞄売場 大阪市北区梅田1-13-13 06-6345-1201
319 近畿 大阪府 大丸 梅田店 8F 紳士カバン売場 大阪市北区梅田3-1-1 06-6343-1231
320 近畿 大阪府 大丸 心斎橋店 北館11F　紳士かばん売場 大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 06-6271-1231
321 近畿 大阪府 髙島屋 大阪店 2F 紳士かばん売場 大阪市中央区難波5-1-5 06-6631-1101
322 近畿 大阪府 近鉄百貨店 上本町店 5F 旅行用品売場 大阪市天王寺区上本町6-1-55 06-6775-1111
323 近畿 大阪府 髙島屋 堺店 6F 紳士鞄売場 堺市堺区三国が丘御幸通59番地 072-238-1101
324 近畿 大阪府 髙島屋 泉北店 4F 紳士鞄売場 堺市南区原山台1-3-1 072-293-1101
325 近畿 大阪府 西武百貨店 高槻店 3F ビジネスバッグ・トラベルバッグ売場 高槻市白梅町4-1 072-684-0111
326 近畿 大阪府 松坂屋 高槻店 1F 旅行用品売場 高槻市紺屋町2番1号 072-682-1111
327 近畿 大阪府 千里阪急 4F 鞄・旅行用品売場 豊中市新千里東町1丁目5番1号 06‐6831-1221
328 近畿 大阪府 京阪百貨店 守口店 4F 紳士鞄売場 守口市川原町8-3 06-6994-1313
329 近畿 大阪府 ルクア伊勢丹 8F 紳士カバン売場 大阪市北区梅田3-1-3ルクア大阪内イセタンショップ8Ｆ 06-6451-0282
330 近畿 大阪府 松原福助堂　京橋店 大阪市都島区東野田町２－１－３８　京阪モール１Ｆ 06-6353-2400
331 近畿 大阪府 有限会社　ヤマモトバッグ 大阪市旭区千林２－１１－３５ 06-6952-9003
332 近畿 大阪府 イオン　エスパリエイオン茨木店 茨木市松ヶ本町 ８－３０－３　イオン茨木店 0726-45-3333
333 近畿 大阪府 ベルトークタウン　岸和田 岸和田市土生町２－３２－６　トークタウン店 0724-39-5061
334 近畿 大阪府 江綿キリンド  庄内店 大阪府豊中市庄内西町 ２－２２－１０ 06-6333-5351
335 近畿 大阪府 株式会社　赤ずきん（ネット販売） 豊中市庄内西町 ３－４－１８ 06-6335-7732
336 近畿 大阪府 東急ハンズ　心斎橋店１Ｆバッグ 大阪市中央区南船場３－４－１２ 06-6282-6809
337 近畿 大阪府 ミヤモト　堺本部 （ネット販売） 堺市美原区さつき野西  ３－８－１５ 0722-94-6212
338 近畿 大阪府 ジャガー鞄店　 大阪市中央区難波３－３－１０     06-6632-1847
339 近畿 大阪府 東急ハンズ梅田店　バッグ   大阪市北区梅田１－３－１　大丸梅田店内　11Ｆ 06-6347-7188
340 近畿 大阪府 東急ハンズ江坂店　バッグ 吹田市豊津町９－４０   ２Ｆ 06-6338-6161
341 近畿 大阪府 東急ハンズあべのキューズモールバッグ 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１あべのキューズモールＢ1Ｆ 06-6645-0109
342 近畿 大阪府 グランサックス　ヨドバシ店 大阪市北区大深町１－１  ヨドバシ梅田６Ｆ 06-4802-3810  
343 近畿 兵庫県 ａｃｅ．ららぽーと甲子園店 2F 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100　ららぽーと甲子園2F　252 0798-42-7705
344 近畿 兵庫県 そごう　西神店 3Ｆ　カバン売場 神戸市西区糀台5-9-4 078-992-2111
345 近畿 兵庫県 大丸 須磨店 2Ｆ カバン売場 神戸市須磨区中落合2-2-4 078-791-3111
346 近畿 兵庫県 そごう 神戸店 本館7Ｆ 紳士雑貨売場 神戸市中央区小野柄通8-1-8 078-221-4181
347 近畿 兵庫県 大丸 神戸店 6F メンズバッグ売場 神戸市中央区明石町40番地 078-331-8121
348 近畿 兵庫県 ヤマトヤシキ 加古川店 5F かばん・紳士用品売場 加古川市加古川町篠原町21-8 079-425-1221
349 近畿 兵庫県 川西阪急 4Ｆ　紳士鞄売場 川西市栄町26-1 072-757-1231
350 近畿 兵庫県 西宮阪急 4Ｆ 紳士鞄売場 西宮市高松町14-1 0798-62-7642
351 近畿 兵庫県 ヤマトヤシキ　姫路店 5F 紳士鞄売場 姫路市二階町55 079-223-1221
352 近畿 兵庫県 山陽百貨店 4F メンズバッグ売場 姫路市南町1番地 079-223-1231
353 近畿 兵庫県 （有）フミヤ　赤穂店 兵庫県赤穂市中広別所53-3 ｲｵﾝ赤穂店1F 0791-45-2026
354 近畿 兵庫県 （有）フミヤ　リブレ フミヤ 兵庫県姫路市豆腐町225 ＪＲ駅内西側（株）ｳｴｽﾄ姫路東館1F 079-223-8296
355 近畿 兵庫県 （有）フミヤ　神戸店 兵庫県神戸市西区糀台5-2-3 ﾌﾟﾚﾝﾃｨ専門店一番館2F 078-996-2385
356 近畿 兵庫県 ラパックス　宝塚店 宝塚市栄町２－１－１  ソリオ１Ｆ 0797-81-3108
357 近畿 兵庫県 大上鞄店 神戸市中央区元町１番館４－１１ 078-331-3962
358 近畿 兵庫県 冨士鞄店 神戸市中央区三宮町１－６－１４ 078-331-1042
359 近畿 兵庫県 東急ハンズ三宮店　バッグ 神戸市中央区下山手通  ２－１０－１ 078-321-6161
360 近畿 兵庫県 エスパリエ　イオン伊丹店 伊丹市藤ノ木１－１－１  イオン伊丹店２Ｆ 072-787-0500
361 近畿 兵庫県 グランサックス尼崎キューズモール店 尼崎市潮江１－３－１  尼崎キューズモール３Ｆ 06-6470-3581
362 近畿 兵庫県 ラパックスワールド御影店 神戸市東灘区御影中町 ３－２－１　御影クラッセ３Ｆ 078-846-3771
363 近畿 兵庫県 グランサックス加古川ニッケパークタウン店 加古川市加古川町寺家町  １７３－１ 0794-97-7117
364 近畿 兵庫県 パッセンジャーメッセージ伊丹店   伊丹市池尻４－１－１　イオン伊丹昆陽ＳＣ　１Ｆ 072-744-1004  
365 近畿 奈良県 近鉄百貨店 奈良店 4F 紳士バッグ売場 奈良市西大寺東町2-4-1 0742-33-1111
366 近畿 奈良県 近鉄百貨店 生駒店 4F 紳士バッグ売場 生駒市谷田町1600 0743-74-5511
367 近畿 奈良県 近鉄百貨店 橿原店 4F 紳士バッグ売場 橿原市北八木町3-65-11 0744-25-1111
368 近畿 奈良県 旅へ　イオンモール橿原店  橿原市曲川町７－２０－１イオンモール橿原３Ｆ  0744-21-7550
369 近畿 奈良県 グランサックス奈良西大和アピタ 北葛城郡上牧町上牧 ３０００－１　アピタ西大和２Ｆ 0745-71-5113
370 近畿 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5-46 073-433-1122
371 中国 鳥取県 米子 髙島屋 3F かばん売場 米子市角盤町1-30 0859-22-1326
372 中国 鳥取県 米子しんまち天満屋 3F ビジネスバッグ売場 米子市西福原2-1-10 0859-35-1235
373 中国 鳥取県 中谷かばん店 鳥取市栄町７６２ 0857-22-3218
374 中国 鳥取県 グランサックス米子日吉津店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１イオンモール日吉津 0859-37-0651
375 中国 島根県 一畑百貨店 4F 紳士鞄売場 松江市朝日町661 0852-55-2500
376 中国 島根県 グランサックス松江店 島根県松江市東朝日町１５１イオン松江１Ｆ 0852-28-2175
377 中国 島根県 ラパックスワールド浜田店 島根県浜田市港町２２７－１ゆめタウン浜田１Ｆ 0855-24-1558
378 中国 島根県 サックスバーアナザーラウンジ出雲店 島根県出雲市大塚町６５０－１ゆめタウン出雲本店１Ｆ 0853-24-6053
379 中国 島根県 グランサックス出雲ｲｵﾝﾓｰﾙ店 島根県出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲１Ｆ 0853-27-9093
380 中国 岡山県 岡山髙島屋 5F かばん売場 岡山市北区本町6-40 086-232-1111
381 中国 岡山県 天満屋 倉敷 4F ビジネス&カジュアルバッグ売場 倉敷市阿知1-7-1 086-426-2111
382 中国 岡山県 バックステージ倉敷店 岡山県倉敷市寿町１２－２ アリオ倉敷１Ｆ 086-441-6155

383 中国 岡山県 ドラスティックザバゲージロッソ岡山イオンモール店 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山3F 086-803-6213

384 中国 岡山県 ＫＡＢＡＮーＹＡ106店 岡山市北区大元上町２－７ 086-242-5214
385 中国 広島県 そごう 広島店 6F 紳士かばん売場 広島市中区基町6-78 082-225-2111
386 中国 広島県 広島三越 5F バッグ売場 広島市中区胡町5-1 082-242-3111
387 中国 広島県 福屋 八丁堀本店 7F かばん・旅行用品売場 広島市中区胡町6-26 082-246-6111
388 中国 広島県 福屋駅前店 6F 旅行かばん売場 広島市南区松原町9-1 082-568-3111
389 中国 広島県 天満屋 アルパーク店 3F 紳士バッグ売場 広島市西区井口明神1-16-1 082-501-1111
390 中国 広島県 天満屋　緑井店 3F　紳士バッグ売場 広島市安佐南区緑井5-22-1 082-876-5111
391 中国 広島県 天満屋 福山店 5F メンズバッグ売場 福山市元町1-1 084-927-2111
392 中国 広島県 ラパックスワールド安芸店 広島県安芸郡坂町北新地１２０１８－１フジグラン安芸1Ｆ 082-885-4670
393 中国 広島県 ラパックス緑井天満屋店 広島市安佐南区緑井５－１３６９－１緑井天満屋２Ｆ 082-830-0788
394 中国 広島県 グランサックス福山IY店 広島県福山市入船町３－１－６０ イトーヨーカ堂福山店１Ｆ 0849-71-0005
395 中国 広島県 ラパックスワールド東広島フジグラン店 東広島市西条町御薗宇４４０５ フジグラン東広島１Ｆ 0824-93-5182
396 中国 広島県 サックスバーアナザーラウンジ広島府中店 広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオンモール広島府中2Ｆ 082-561-0800
397 中国 広島県 サックスバーアナザーラウンジ広島ゆめタウン店 広島市南区皆実町２－２２４－７ ゆめタウン広島本店１Ｆ 082-250-6225
398 中国 広島県 但馬屋　広島 広島市中区堀川町６－１６ 082-247-0030
399 中国 広島県 東急ハンズ　広島店 広島市中区八丁堀１６－１０ （株）東急ハンズ広島店１Ｆ 082-502-4512
400 中国 広島県 (有)　大阪屋 広島県山県郡北広島町有田１５３２サンクス２Ｆ 0826-72-6100
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401 中国 広島県 （株）　寺田屋 広島市中区紙屋町２－２－２０ 082-247-6236
402 中国 山口県 山口井筒屋 宇部店 3F 旅行用品売場 宇部市常磐町1-6-30 0836-35-8100
403 中国 山口県 下関大丸 4F 旅行用品売場 下関市竹崎町4-4-10 083-233-3000
404 中国 山口県 ラパックス柳井 山口県柳井市古開作883-1 ゆめﾀｳﾝ柳井1Ｆ 0820-23-3885
405 中国 山口県 サックスバー周南 山口県下松市中央町21-3 ｻﾞ･ﾓｰﾙ周南1F 0833-44-3419
406 中国 山口県 ラパックス宇部ゆめタウン 山口県宇部市妻崎開作411 ゆめﾀｳﾝ宇部1F 0836-45-1080
407 中国 山口県 ラパックスワールド下関 山口県下関市竹崎町4-4-8 ｼｰﾓｰﾙ下関1F 083-228-0377
408 中国 山口県 グランサックス防府 山口県防府市中央町1-3 ｲｵﾝ防府店1F 0835-27-2228
409 中国 山口県 サックスバー山口 山口市大内御堀1302-1 ゆめﾀｳﾝ山口1F 0839-28-9566
410 四国 徳島県 そごう 徳島 5F 紳士かばん売場 徳島市寺島本町西1丁目5番 088-653-2111
411 四国 徳島県 サックスバー徳島ゆめタウン 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1 ゆめﾀｳﾝ徳島2F 088-693-0632
412 四国 徳島県 （有）オガワ　本店 徳島市東新町1-8-3 088-622-0101
413 四国 徳島県 （有）オガワ　フジグラン北島 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須174 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ北島2F 088-697-3131
414 四国 徳島県 （有）オガワ　マルナカ 徳島市西新浜町1-6-1 ﾏﾙﾅｶ徳島店1F 088-663-9777
415 四国 香川県 ラパックス高松 香川県高松市三条町字中所608-1 ゆめﾀｳﾝ高松1F 087-869-7566
416 四国 香川県 グランサックス高松イオンモール 香川県高松市香西本町1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ高松1F 087-842-5956
417 四国 香川県 サックスバーアナザーラウンジ綾川 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ綾川2F 087-870-8890
418 四国 香川県 （株）フジヤ　本店 香川県高松市南新町8-10 087-833-5225
419 四国 愛媛県 三越 松山 4F 紳士鞄売場 松山市一番町3丁目1-1 089-945-3111
420 四国 愛媛県 いよてつ 髙島屋 5F 旅行鞄売場 松山市湊町5丁目1-1 089-948-2111
421 四国 愛媛県 グランサックス松山 愛媛県松山市宮西1-2-1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ松山2F 089-922-5422
422 四国 愛媛県 サックスバーアナザーラウンジ松前 愛媛県伊予郡松前町筒井850 ｴﾐﾌﾙMASAKISC2F 089-961-7230

423 四国 愛媛県 サックスバーアナザーラウンジ今治新都市ｲｵﾝﾓｰﾙ 愛媛県今治市にぎわい広場1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市2F 0898-35-3394

424 四国 高知県 ラパックスワールド高知南国 高知県南国市大そね乙1009-1 ｻﾆｰｱｸｼｽ1F 088-878-6010
425 四国 高知県 サックスバーアナザーラウンジ高知ｲｵﾝ 高知市秦南町1-4-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ高知2Ｆ 088-826-7101
426 九州 福岡県 ａｃｅ．キャナルシティ博多店 2F 福岡県福岡市博多区住吉1-2-74　キャナルシティサウスビル2F 092-283-8321
427 九州 福岡県 博多大丸 福岡天神店 4F 紳士カバン売場 福岡市中央区天神1-4-1 092-712－8181
428 九州 福岡県 福岡三越 7F カバン＆ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ売場 福岡市中央区天神2-1-1 092-726-7768
429 九州 福岡県 博多阪急 6Ｆ 紳士バッグ売場 福岡市博多区博多駅中央街１番１号 092-461-1381
430 九州 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
431 九州 福岡県 井筒屋 黒崎店 5 F 旅行用品売場 北九州市八幡西区黒崎1-1-1 093-643-5262
432 九州 福岡県 キムラ　本店 福岡市中央区天神２－９－１１４ 092-741-2429  
433 九州 福岡県 キムラ　バックファクトリー 福岡市西区小戸２－１３－１６Ｒ１０８マリノアシティＦウォーク 092-892-8636
434 九州 福岡県 オルソープ　木の葉モ－ル橋本店 福岡市西区橋本２－２７－２木の葉モ－ル橋本２０６ 092-407-2858
435 九州 福岡県 オルソープ　マリナタウン店 福岡市西区豊浜３－１－１０    マリナタウン１０９   092-885-7731 
436 九州 福岡県 サックスバー　博多ゆめタウン店 福岡市東区東浜１－１－１ ゆめタウン博多　１Ｆ  092-632-3182
437 九州 福岡県 グランサックス　博多ヨドバシ店 福岡市博多区博多駅中央街５８－１　ヨドバシ博多４Ｆ 092-433-7077
438 九州 福岡県 サックスバー　　香椎浜店 福岡市東区香椎浜３－１２－１  イオン香椎浜Ｓ・Ｃ　１Ｆ 092-673-6377
439 九州 福岡県 ラパックスワールド筑紫野店　 筑紫野市針摺東３－３－１ゆめタウン筑紫野１Ｆ 092-924-9166
440 九州 福岡県 サックスバー　春日モール店  春日市春日５－１７   ザモール春日１Ｆ 092-589-7070
441 九州 福岡県 ラパックスワールド　原店 福岡市早良区原６－２７   原イオン２Ｆ 092-832-8080
442 九州 福岡県 サックスバー　大牟田店 大牟田市旭町２－２８　　ゆめタウン大牟田１Ｆ 0944-53-2771
443 九州 福岡県 ラパックスワールド　大川店 大川市大字上巻宇野口    ４３０－１　ゆめタウン大川１Ｆ  0984-87-5177
444 九州 福岡県 東急ハンズ　博多店　バッグ 福岡市博多区博多駅中央街１－１　ＪＲ博多シティ2Ｆ 092-481-3109
445 九州 福岡県 ラパックスワールドイオン戸畑店 北九州市戸畑区汐井町２  戸畑イオン１Ｆ 093-883-3757
446 九州 福岡県 ラパックスワールド　宗像店　 宗像市くりえいと   １－５－１　くりえいと宗像１Ｆ 094-038-0311
447 九州 福岡県 サックスバーＡＬ穂波店 飯塚市枝国長浦  ６６６－４８イオン穂波ＳＣ１Ｆ 0948-26-1258
448 九州 福岡県 イオン　ビブレジーン福岡　紳士 糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木１９２－１イオンモール福岡１Ｆ 092-939-4421
449 九州 福岡県 イオン　ビブレジーン筑紫野紳士 筑紫野市立明寺４３４－１イオンモール筑紫野２Ｆ 092-929-6290
450 九州 福岡県 大隈鞄店　南通り店 福岡市中央区新天町商店街南通り　 092-741-0278
451 九州 福岡県 大隈鞄店　博多駅地下店 福岡市博多区博多駅中央街地下４号 092-431-5390
452 九州 佐賀県 佐賀玉屋 ５F 紳士鞄売場 佐賀市中の小路2-5 0952-24-1151
453 九州 佐賀県 サックスバーＡＬ　武雄店   武雄市武雄町武雄４９９２ゆめタウン武雄１Ｆ 0954-23-2010
454 九州 佐賀県 グランサックスＧ　佐賀大和店 佐賀市大和町尼寺３５３５イオンモ－ル佐賀大和 0952-64-8175
455 九州 佐賀県 ラパックスＷ　佐賀モラージュ店 佐賀市巨勢町大字中島７３０番地佐賀モラージュ　２Ｆ 0952-41-6010
456 九州 佐賀県 サックスバーＡＬ　唐津店 唐津市鏡字立神４６７１  イオン唐津ＳＣ１Ｆ 0955-77-6022
457 九州 長崎県 佐世保玉屋 4F 紳士鞄売場 佐世保市栄町2-1 0956-23-8181
458 九州 長崎県 浜屋百貨店 新館5F旅行用品売場 長崎市浜町7-11 095-824-3221
459 九州 長崎県 タケモト 佐世保市本島町４丁目通り　 0956-22-8569
460 九州 長崎県 市丸 長崎市万屋町５－１ 095-825-1010
461 九州 長崎県 諫早　木村屋 諌早市栄町１－１４ 095-722-0512 
462 九州 長崎県 多津屋　本店 長崎市浜町４－４ 095-821-8979
463 九州 長崎県 バックの多津屋　大村イオン店  大村市幸町２５－２００  イオン大村店１Ｆ 0957-27-3445
464 九州 長崎県 バックの多津屋　大塔店 佐世保市大塔町１４－２ 0956-27-2180
465 九州 長崎県 サックスバー長崎ココウォーク店 長崎市茂里町１－５５  長崎ココウォーク２Ｆ 095-848-5120
466 九州 熊本県 鶴屋百貨店 東館 5F スタルマーケット 熊本市手取本町6-1 096-327-3958
467 九州 熊本県 エガミ屋 山鹿市山鹿１番地  プラザファイブ３Ｆ  0968-43-1829
468 九州 熊本県 ラパックス　熊南店 熊本市中央区平成３－２３－３０サンリブシティ熊南２Ｆ 096-370-1153
469 九州 大分県 トキハ 本店 4F 旅行用品売場 大分市府内町2-1-4 097-538-1111
470 九州 大分県 トキハ わさだタウン 2F 旅行用品売場 大分市玉沢楠本755-1 097-586-1111
471 九州 大分県 トキハ 別府店 1F 旅行鞄売場 別府市北浜2-9-1 0977-23-1111
472 九州 宮崎県 バッグあつたボンボンボヤージュ 宮崎市吉村町尻溝甲  １１４８番 0985-27-2968
473 九州 宮崎県 バッグのあつた　イオン日向店 日向市日知屋古田町６１－１ 050-5517-3295
474 九州 宮崎県 バッグのあつたイオンポルティエ 宮崎市新別府町江口８６２－１  イオン宮崎ＳＣ　２Ｆ 050-5525-5935
475 九州 鹿児島県 山形屋 2F 紳士鞄売場 鹿児島市金生町3-1 099-227-6463
476 九州 鹿児島県 きりしま国分山形屋 3F 旅行用品売場 霧島市国分中央3丁目7番17号 0995-45-1511
477 九州 鹿児島県 新美堂  薩摩川内市東向田町  ６番１８号 0996-25-2280
478 九州 鹿児島県 カバンの樋口　隼人国分イオン店    霧島市隼人町見次 １２２９　隼人国分イオン２Ｆ  0995-43-8900
479 九州 鹿児島県 ラパックスワールド　鹿屋店 鹿屋市白崎町６５０５  フラッセ  だいわ 0994-44-4329
480 九州 鹿児島県 ラパックス　指宿店 指宿市西方字島廻東  １６７５　プラツセ指宿店１Ｆ 0993-22-6206
481 九州 鹿児島県 ラパックスワ－ルド　出水店 出水市本町４－４５    プラッセ大和　出水店１Ｆ 0996-63-0060
482 九州 鹿児島県 ラパックスワ－ルド　鹿児島店  鹿児島市鴨池 ２－２６－３０ダイエー鹿児島店 099-254-7907
483 九州 鹿児島県 カバンのキリン屋 鹿児島市金生町納屋　第一ビル内 099-222-6060
484 九州 鹿児島県 カバンの樋口 鹿児島市東千石町１５－５ 099-224-3357
485 九州 鹿児島県 Ｌｅ　Ｂｏｒｓｅ（レボルセ） 鹿児島市中央町１番－１　アミュプラザ鹿児島３Ｆ　 099-812-6025
486 九州 鹿児島県 ダブルバゲッジイオン鹿児島店 鹿児島市東開町７    イオン鹿児島ＳＣ３Ｆ 092-263-1477
487 九州 鹿児島県 ダブルバゲッジイオンタウン姶良 姶良市西餅田   ２６４－１   099-567-8055
488 沖縄 沖縄 デパート　リウボウ 那覇市久茂地１－１－１　旅行用品売場 098-867-1453


