下記の百貨店、鞄専門店でお取り扱いがございます。
2014 年 7 月現在

地名

店名

住所

ＴＥＬ

北海道

㈱藤丸

帯広市西２条南８丁目１番地

0155-22-0103

北海道

㈱マコトヤ

帯広市西 2 条南 8 丁目 20 番地

0155-23-5486

北海道

㈱ロフト札幌店

札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 エスタ 6F

011-207-6210

北海道

Ｊʼｓ旅道具

札幌市厚別区厚別中央 2 条 5-6-2 デュオー 1B1

011-801-2567

北海道

㈱札幌丸井三越

札幌市中央区南１条西１丁目ー８

011-205-2174

北海道

㈱東急百貨店

札幌市中央区北４条西２丁目ー１

011-212-2359

北海道

㈱函館丸井今井

函館市本町３２−１５

0138-32-1173

青森県

モリタ八戸 ア・グランクール下田店

上北郡おいらせ町中野平 40-1

青森県

㈱中合

八戸市十三日町１３

0178-24-7111

岩手県

盛田カバン パル店

北上市北鬼柳 19-68

0197-65-2560

岩手県

モリタ秋田 サコーシュ 盛岡南店

盛岡市本宮 7-1-1 イオンモール盛岡南 1F

019-636-1180

岩手県

㈱東京デリカ サックスバー AL 盛岡南店

盛岡市本宮 7-1-1 イオンモール盛岡南 3F

019-631-2577

秋田県

モリタ秋田 バッグコレクション公営駐車場店

秋田市中通 2-6-2

018-835-0227

宮城県

丸仙カバン店

仙台市青葉区中央 2-2-20

022-222-5800

宮城県

㈱仙台三越

仙台市青葉区 一番町 4-8-15

022-221-1574

宮城県

㈱藤崎

仙台市青葉区一番町 3-2-17

022-261-5111

宮城県

タカヤ

気仙沼市八日町 1-1-6

0226-22-2615

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

宮城県

㈱ロフト仙台

仙台市青葉区中央 1-10-10

022-224-6210

山形県

フィオリート

天童市芳賀３４街区

023-665-1300

山形県

カバンのフジタ

福島県

本店
新札幌デュオ−１店
丸井今井札幌本店
札幌店

三春屋

カバン店

フジタ天童

イオンモール下田 1F

0178-50-3242

イオンモール天童 1F1054

山形市若宮 3-7-8 イオン山形南店 1F

023-647-2451

㈱エル ギャレッツ郡山店

郡山市燧田 195 エスパル郡山 1F

024-991-8803

福島県

カバンのフジタ

福島市南矢野目字西荒田 50-17 イオン福島 2F

024-559-3081

福島県

㈱中合福島店

福島市栄町 5-1

0245-21-5151

栃木県

㈱ＦＫＤショッピングプラザ宇都宮店

宇都宮市今泉町 237

028-623-5121

栃木県

㈱福田屋百貨店鹿沼店

鹿沼市東末広町 1073

028-963-0010

群馬県

㈱ギャレリア

高崎市高関町 407-1

027-381-8211

群馬県

㈲佐伯帽子洋品店

藤岡市中栗須字大林 390 スーパーセンター FEEL 内

0274-24-6133

茨城県

西武筑波店

つくば市吾妻 1-7-1

４Ｆ

029-863-1440

茨城県

モリタ八戸 ア・グランクール水戸店

水戸市中原町字西 135 イオンモール水戸内原 1F

029-259-9742

埼玉県

㈱丸広百貨店入間店

入間市豊岡 1-6-12

042-963-1111

埼玉県

西武春日部店

春日部市粕壁東 2-5-1

048-763-1111

埼玉県

㈱丸広百貨店上尾店

上尾市宮本町 1-1

048-777-1111

埼玉県

そごう川口店

川口市堺町 3-5-1

埼玉県

㈱丸広百貨店川越店

川越市新富町 2-6-1

049-224-1241

埼玉県

㈱東京デリカ

久喜市久本寺谷田 7-1 アリオ鷲宮 1F

0480-57-1118

埼玉県

旅へ

越谷市東町 2-8 イオンレイクタウン mori2F

048-990-1360

埼玉県

㈱エル

さいたま市浦和区東高砂町 11-1 浦和パルコ 1F

048-611-8168

埼玉県

浦和 コルソあぶらや

さいたま市浦和区高砂 1-12-1 コルソ 1F

0488-24-5328

埼玉県

㈱ロフト大宮

さいたま市大宮区桜木町 1-6-2 そごう大宮店 8F

048-643-6210

埼玉県

J's 旅道具

さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 ソニックシティビル 2F

048-647-7788

埼玉県

㈱丸広百貨店坂戸店

坂戸市薬師町 28-1

049-288-0745

埼玉県

㈱ロフト新三郷

三郷市新三郷ららシティ 3-1-1 ららぽｰと新三郷 1F

048-950-6210

埼玉県

㈱矢尾百貨店秩父店

秩父市上町 1-5-9

049-424-8080

埼玉県

㈱市川総業

所沢市松郷 297-5

0429-93-2100

埼玉県

西武所沢店

所沢市日吉町 12-1

埼玉県

㈱丸広百貨店飯能店

飯能市栄町 24-4

042-973-1111

埼玉県

㈱丸広百貨店東松山店

東松山市材木町 19-30

049-323-1111

東京都

㈱東急ハンズ

足立区千住 3-92 北千住マルイ 7F

03-5284-6111

東京都

㈱高島屋

大田区羽田空港 3-3-2 東京国際空港第 1 旅客ターミナルビル 4F

03-5757-9226

東京都

㈱エル

ミアカパンナ大井町

品川区大井 1-2-1 アトレ 3F

03-5709-7276

東京都

㈱エル

ノイ恵比寿

渋谷区恵比寿 1-5-5 アトレ 4F

03-5475-8368

東京都

㈱ロフト渋谷

渋谷区宇田川町 21-1

03-3462-3807

東京都

㈱エル

渋谷区道玄坂 2-29-1 渋谷 109 3F

03-3477-5094

東京都

㈱東急ハンズ

渋谷区千駄ヶ谷 5-24-2 タイムズスクエアビル 2F

03-5361-3111

東京都

新盛堂鞄店

新宿区新宿 3-29-11

03-3352-7033

東京都

㈱小田急百貨店

東京都

㈱ロフトそごう二子玉川

世田谷区玉川 2-23-1 二子玉川ライズ Dogwood Plaza6F

03-5716-6210

東京都

㈱アブアブ赤札堂２Ｆ

台東区東上野 4-8-4

03-3833-3111

東京都

㈱三洋堂

立川市曙町 2-1-1 ルミネ 9F

0425-27-3410

東京都

㈱ロフト立川

立川市曙町 2-7-17

042-529-6210

東京都

ハンズビーグランデュオ立川

立川市柴崎町 3-2-1 グランデュオ立川６Ｆ

042-540-2276

東京都

㈱エル

多摩市落合 1-46-1 三越多摩センター店 1Ｆ

042-400-6634

東京都

京王アートマン

多摩市関戸 1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘 SC A 館 3F

0423-37-2564

東京都

J's 旅道具

豊島区東池袋 3-1-3 ワールドインポートマート 5F

03-3987-2237

東京都

㈱東急ハンズ

豊島区東池袋 1-28-10 2F

03-3980-6111

東京都

㈱エトワール海渡

中央区日本橋馬喰町 1-7-16 5F かばん売場

03-3661-1111

東京都

㈱東急ハンズ

中央区銀座 2-2-14 マロニエゲート 9F

03-3538-0109

東京都

㈱エル

調布市小島町 1-38-1 調布パルコ 3F

042-489-5393

東京都

㈱ロフト有楽町

千代田区丸の内 3-8-3 有楽町インフォス 1F

03-5223-6210

東京都

ＲＨトラベラー㈱

千代田区麹町 1-10 麹町広洋ビル 3F

03-3222-3821

東京都

㈱トコー有楽町

千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 2F

03-3213-8717

東京都

㈱東京デリカ

千代田区丸の内 1-9-1 東京駅一番街 B1Ｆ南通り

03-5293-8131

東京都

㈱ロフト池袋

豊島区南池袋 1-28-1

03-5960-6210

東京都

西武池袋本店

豊島区南池袋 1-28-1

東京都

㈱エル

西東京市田無町 2-1-1 アスタ 1F

0424-60-2030

東京都

㈱東急ハンズ

町田市原町田 6-4-1 町田東急ツインズ EAST6F

042-728-2511

東京都

㈱小田急百貨店

町田市原町田 6-12-20

042-727-1111

東京都

㈱エル

東京都

イオンモール山形南店
イオン福島店

高崎高関店
ポポロ店

TL 鷲宮アリオ

イオンレイクタウン店
ミアカパンナ浦和

大宮店

北千住

AFD 羽田空港ショップ

ギャレッツ渋谷
新宿
新宿本店

2Ｆ

048-258-2129

2Ｆ

04-2927-3221

新宿区西新宿１−１−３

新宿店

立川店

リュテス多摩センター
聖蹟桜ヶ丘店

池袋店
池袋
銀座

リュテス調布パルコ

SS 東京駅

田無
町田
町田店

Ｂ1Ｆハルク

03-3342-1111

8Ｆ

03-5949-5952

3Ｆ

武蔵野市吉祥寺南町 1-1-24 アトレ吉祥寺 B1F

0422-22-2464

㈱ロフト吉祥寺

武蔵野市吉祥寺本町 1-10-1

0422-23-6210

神奈川県

㈱エル

厚木市泉町 1-1 駅ビルミロード 1F

0462-30-3133

神奈川県

J's 旅道具

厚木市中町 1-5-10 イオン厚木 7F

0462-22-1440

神奈川県

㈱エル

鎌倉市大船 1-4-1 ルミネウイング 5F

0467-48-5140

神奈川県

㈱ロフト川崎

川崎市幸区堀川 72-1 ラゾーナ川崎プラザ 2F

044-556-6210

神奈川県

京王アートマン

川崎市麻生区上麻生 1-1-1 新百合ヶ丘 OPA6F

044-965-8013

神奈川県

㈱さいか屋

川崎市川崎区小川町 1

044-246-3214

神奈川県

㈱三洋堂

横浜店

横浜市中区山下町 2 産業貿易センタービル 2F

045-671-7031

神奈川県

J's 旅道具

港北東急 SC 店

横浜市都筑区茅ヶ崎中央 5-1 港北東急 SC4F

045-944-2336

神奈川県

㈱ロフト横浜

横浜市西区高島 2-18-1 そごう横浜店 7F

045-440-6210

千葉県

㈱エル

市川市市川 1-1-1 シャポー市川 B1F

0473-26-6005

千葉県

㈱髙島屋

柏市末広町 3-16

04-7144-1111

千葉県

そごう柏店

千葉県

㈱東急ハンズ

千葉県

㈲サンペイ鞄店

千葉県

三越千葉店

千葉県

J's 旅道具

千葉県

㈱ロフト千葉

千葉県

ア・グランクール

千葉県

㈱東武百貨店

千葉県

㈱エル

千葉県

吉祥寺
本厚木
厚木店

リュテス大船
新百合ヶ丘店

川崎店

市川
柏店

柏市柏 1-1-21
柏
館山

千葉店
成田

船橋店

2Ｆ

3Ｆ

047-162-7283

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

館山市北条 1-823

0470-22-1086

千葉市中央区富士見 2-6-1

043-224-3131

千葉市中央区新町 1000 センシティタワー 4F

043-238-9500

千葉市中央区新町 1000 番地そごう千葉店 8F

043-248-6210

成田市ウイング土屋 24 イオン成田 SC1F

0476-23-8174

船橋市本町 7-1-1

047-425-2211

1Ｆ

船橋市本町 7-1-1 シャポー船橋 B1F

0474-24-0940

㈱ロフト船橋

船橋市本町 1-27-1

047-423-6210

山梨県

バッグハウス リバティ

南都留郡富士河口湖町船津 2986 ベル 2F

0555-72-2628

新潟県

ケイアイ商事㈱ バックデポ長岡店

長岡市古正寺 56

0258-29-1835

新潟県

㈱ロフト新潟

新潟市中央区万代 1-5-1 ラブラ万代 5F

025-245-6210

新潟県

㈱新潟三越伊勢丹 新潟伊勢丹

新潟市中央区八千代 1-6-1

025-242-1111

長野県

モリタ秋田 バッグステージ

アリオ上田店

上田市天神 3-5-1 アリオ上田 2F

0268-71-5755

長野県

モリタ秋田 バッグステージ

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

長野県

オカダヤ

松本市中央 2-3-25

0263-32-4123

富山県

㈲コンタニ ＡＢＣバッグ

魚津市上村木 413 番地 APPLE HILL 内

0765-23-1126

富山県

㈱大和

高岡市御旅屋町１０１

076-627-1798

富山県

㈱ハシモト モルト ピウ ファボーレ店

富山市婦中町下轡田 165-1 F シティファボーレ 1F

076-466-1644

富山県

リュテス 富山マリエ店

富山市桜町 1-1-61 マリエとやま 1F

0764-45-4714

富山県

㈱大和

富山店

富山市総曲輪３−８−６

076-407-6855

石川県

㈱大和

香林坊店

金沢市香林坊１−１−１

076-220-1723

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

静岡県

㈱東京デリカ

磐田市高見丘 1200 番地 ららぽーと磐田 2F

0538-59-0495

静岡県

㈱ロフト静岡ＰＡＲＣＯ

静岡市葵区紺屋町 6-7 静岡パルコ 8F

054-272-6210

静岡県

池田屋

静岡店

静岡市葵区呉服町 1-6-7

054-255-9199

静岡県

トラヤ

パルシェ店

静岡市葵区黒金町 49 パルシェ 2Ｆ

054-253-0050

静岡県

池田屋

清水店

静岡市清水区銀座 11-1

0543-66-5640

静岡県

松坂屋静岡店

静岡市葵区御幸町 10-2

054-254-1111

静岡県

㈲ガヤ浜松店

浜松市西区志都呂２−３７−１イオンモール１Ｆ

053-415-1196

愛知県

名鉄百貨店一宮店

一宮市新生 1-1-1

0586-46-8352

愛知県

山田鞄店バゲージＹオム

岡崎市戸崎町字外山３８−５イオンモール岡崎２Ｆ

0564-59-1235

愛知県

ＧＳ豊川店

豊川市開運通２−３１イオン１Ｆ

0533-83-2218

愛知県

ＪʼＳ旅道具豊田店

豊田市若宮町１−５７−１再開発ビル館（Ａ館）Ｔ−ＦＡＣＥ７Ｆ

0565-34-3960

愛知県

松坂屋豊田店

豊田市西町 6 丁目 85 番地 1

0565-37-3693

愛知県

名古屋三越

星ヶ丘店

名古屋市千種区星ヶ丘元町 14-14

052-783-3120

愛知県

名古屋三越

栄店

名古屋市中区栄 3-5-1

052-252-3429

愛知県

丸栄百貨店

名古屋市中区 3-3-1

052-264-5025

愛知県

松坂屋名古屋本店

名古屋市中区栄三丁目 16 番 1 号

愛知県

名古屋ロフト渡航

名古屋市中区栄３−１８−１ナディアパーク内

052-219-3063

愛知県

東急ハンズＡＮＮＥＸ店 5Ｆ

名古屋市中区錦３−５−４

052-953-2811

愛知県

名鉄百貨店本店ハンドバッグ

名古屋市中村区名駅 1-2-1

052-585-2547

愛知県

東急ハンズ名古屋店 4Ｆ

名古屋市中村区名駅１−１−４ＪＲ名古屋高島屋内４Ｆ

052-566-0109

愛知県

ＬＡＰＡＸ千代田橋店

名古屋市千種区千代田橋２-１−１アピタ千代田橋店２Ｆ

052-723-9072

愛知県

トランジットラウンジ新瑞橋店

名古屋市南区菊住１−７−１０イオンモール新瑞橋３Ｆ

052-829-3295

愛知県

グランサックス徳重ヒルズ店

名古屋市緑区鳴海町字徳重１８−４４ヒルズウォーク徳重ガーデンズ１Ｆ

052-879-6881

愛知県

コラージュ名古屋駅店

名古屋市中村区名駅１−１−４名駅ファッションワン

052-581-2310

愛知県

AMA 名古屋空港店

西春日井郡豊山町豊場林先１−８

0568-39-3008

愛知県

高山カバン

西尾市下町御城下２３−１シャオ内

0563-57-8155

岐阜県

㈱フィットハウス各務原店

各務原市大佐野町

0583-89-3998

岐阜県

岐阜ロフトトラベル

岐阜市長住町２−１１−１

058-266-6273

岐阜県

ＪＴＢ商事岐阜マーサ２１店

岐阜市正木中１−２−１マーサ 21 内１Ｆ

058-295-2139

岐阜県

㈲かいとうや靴店シーナ店

高山市西之一色町３−１１８２−１

0577-35-0572

三重県

津松菱

津市東丸の内 4-10

059-228-1321

三重県

アグランクール鈴鹿店

三重県鈴鹿市庄野羽山４−１−２イオンモール鈴鹿

0593-75-2661

三重県

近鉄四日市店

四日市市諏訪栄町 7-34

059-353-5151

滋賀県

パッセンジャーメッセージ

京都府

船橋店

高岡店

SBAL ららぽーと磐田店
ネット室

4Ｆ

5Ｆ旅行用品売場

本館 7Ｆ旅行用品

052-264-2631

1Ｆ旅行用品売場

滋賀県草津市新浜町３００番地 イオンモール草津

077-514-8747

AMA 高の原店

木津川市相楽台１−１−１イオンモ−ル高の原

0774-71-8608

京都府

大丸

京都市下京区四条通高倉西入立売西町 79 番地

京都府

京都伊勢丹

京都府

北大路ビブレ

京都府

㈲サハラ

京都市伏見区大手町７４９

075-601-1984

京都府

三条タナカ

京都市中京区三条通リ河原町西入

075-221-1011

京都府

ロフト

中京区河原町通三条下ル大黒町５８番地

奈良県

近鉄生駒店

生駒市谷田町 1600

奈良県

近鉄橿原店

橿原市北八木町 3-65-11

奈良県

旅へイオンモール橿原アルル店

橿原市曲川町７−２０−１イオンモール橿原３Ｆ

0744-21-7550

和歌山県

グランサックス

和歌山市中野字長佐

073-480-5886

大阪府

サックスバーアナザーラウンジ茨木店

茨木市松ヶ本町８−３ マイカル茨木３Ｆ

0726-20-1391

大阪府

大丸

大阪市中央区心斎橋筋１−７−１

06-6271-1231

大阪府

スミレヤ

大阪府

あべのロフト

大阪府

東急ハンズ

大阪府

ボーアトゥ 梅田ヨドバシ店 5F

大阪市北区大深町１−１ ヨドバシ梅田５Ｆ

06-6373-1716

大阪府

東急ハンズ

梅田店 11Ｆ

大阪市北区梅田 3-1-1

06-6347-7188

大阪府

梅田ロフト

1F トラベル

大阪府

東急ハンズ心斎橋

大阪府

ミヤモト

大阪府

草津店

京都店

京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
京都市北区小山北上総町４９−１

エスパリエ

京都店

和歌山パームシティ店

心斎橋店
京橋店
3Ｆ
あべのキューズモールＢ１トラベル
トラベル

２Ｆ
５階

075-211-8111

10 階

075-352-1111

北大路ビブレ 2Ｆ

075-495-8561

ミーナ京都 1Ｆ

3Ｆハンドバッグ売場

075-255-6210
0743-72-2858

6Ｆ旅行用品売場

0744-25-1111

３１−１ パームシティ和歌山１Ｆ
北館１０階

大阪市都島区片町２−３−５１

ダイエ−京橋店内

06-6356-7297

大阪市阿倍野区阿倍野筋 2-1-40

あべの and1-3Ｆ

06-6625-6210

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

大丸梅田店店内 11Ｆ

06-6645-0109

大阪市北区茶屋町 16-7

06-6359-0111

大阪市中央区南船場３−４−１２

06-6243-3111

堺市美原区さつき野西 ３−８−１５

0722-94-6212

ラパックスワールド高槻店

高槻市芥川町１丁目２番Ｃ−０２０１号

072-684-8074

大阪府

松坂屋高槻

高槻市紺屋町 2 番 1 号

072-684-6614

兵庫県

リブレフミヤ

姫路市豆腐町２２５ＪＲ駅内西側㈱ウエスト姫路東館

0792-23-8296

兵庫県

フミヤ本店

兵庫県姫路市駅前町３３７

079-223-2380

兵庫県

サックスバージーン神戸北店

神戸市北区上津台８−１−１

兵庫県

グランサックス西神戸店

神戸市西区竜ケ岡１−２１−１

兵庫県

そごう

神戸市中央区小野柄通８−１−８

078-221-4181

兵庫県

神戸ロフト

トラベル

神戸市中央区小野柄通 8-1-8

078-272-6210

兵庫県

Ｊʼｓ旅道具

神戸国際会館店

神戸市中央区御幸通８−１−６ 神戸国際会館内地下１Ｆ

078-230-3390

兵庫県

西宮ロフト

西宮市高松町１４−２ 阪急西宮ガーデンズ

0798-68-6210

愛媛県

松山三越

松山市一番町３丁目１番地１

0899-45-3111

愛媛県

いよてつ高島屋

松山市湊町５丁目１番地１

089-948-2111

愛媛県

サックスバージーン新居浜店

新居浜市前田町８−８イオン新居浜店１Ｆ

0897-31-3151

高知県

高知大丸

高知市帯屋町１丁目６番１号

088-822-5111

高知県

サックスバー高知

高知県高知市秦南町１−４−８

高知県

ラパックスワールド四万十店

高知県四万十市具同２２２２

徳島県

そごう徳島店

徳島市寺島本町西１−５

088-653-2111

徳島県

㈲オガワ本店

徳島市東新町１−８−３

088-622-0101

島根県

サックスバーＡＬ出雲店

出雲市大塚町６５０−１ゆめタウン出雲本店１Ｆ

0853-24-6053

岡山県

ＫＡＢＡＮーＹＡ106 店

岡山市北区大元上町２−７

086-242-5214

岡山県

天満屋岡山本店

岡山市表町２丁目１番１号

086-231-7111

岡山県

天満屋倉敷店

倉敷市阿知１丁目７番１号

086-426-2111

岡山県

サックスバー倉敷店

倉敷市水江１番地イオンモール倉敷店１Ｆ

086-430-5510

岡山県

岡山ロフト

岡山市北区中山下１−１１−５４

086-803-0405

広島県

ラパックスワールド東広島店

東広島市西条町御薗宇４４０５フジグラン東広島１Ｆ

0824-93-5182

広島県

天満屋福山店

福山市元町１番１号

084-927-2111

広島県

AMA 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

082-561-0801

広島県

福屋駅前店

広島市南区松原町９−１

082-242-3167

広島県

天満屋広島アルパーク店

広島市西区井口明神１−１６−１

082-501-1733

広島県

但馬屋

広島市中区堀川町６−１６

082-247-0030

広島県

広島ロフト

広島市中区基町６−２７そごう広島店新館８Ｆ

082-512-7595

広島県

東急ハンズ

広島市中区八丁堀１６−１０

082-502-4512

山口県

宇部井筒屋

宇部市常盤町１丁目６番３０号

0836-35-8132

山口県

ラパックス宇部ゆめタウン店

宇部市妻崎開作４１１ゆめタウン宇部１Ｆ

083-645-1080

山口県

㈱カトレア

下関市伊倉しっまち 3-1-1 ゆめシティ１Ｆ

083-251-2666

山口県

ラパックスワールド山口店

山口市大内御堀１３０２−１ゆめタウン山口１Ｆ

0839-28-9566

山口県

山口井筒屋

山口市中市町３番３号

083-902-1220

福岡県

サックスバー大牟田店

大牟田市旭町２−２８

福岡県

ラパックス春日モール店

春日市春日５−１７

福岡県

キムラオルソープルクル店

粕屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２−１−２０４８

福岡県

サックスバー久山店

粕屋郡久山町大字山田１１６９−１

福岡県

JS 旅道具

北九州市小倉北区浅野 3-8-1 AIM ビル 2 階

093-531-5858

福岡県

小倉ＬＯＦＴ

北九州市小倉北区京町３丁目 1-1 コレット６Ｆ

093-521-6210

福岡県

コレット井筒屋

北九州市小倉北区京町３−１−１

093-514-1205

福岡県

ラパックスワールド

北九州市小倉南区下曽根駅新町 10-1

093-475-8594

福岡県

黒崎井筒屋

北九州市八幡西区黒崎１丁目１番１号

093-643-5262

福岡県

久留米岩田屋

久留米市天神町１−１

0942-39-7145

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

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

福岡県

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

福岡県

岩田屋

福岡市中央区天神２−５−３５

092-734-4671

福岡県

福岡三越

福岡市中央区天神２−１−１

092-726-7768

福岡県

博多大丸

福岡市中央区天神 1 丁目 4 番 1 号 5 階

092-712-8181

福岡県

天神ＬＯＦＴ１Ｆ

福岡市中央区渡辺通 4-9-25

092-724-6210

福岡県

大隈鞄店北通り店

福岡市中央区天神２丁目

福岡県

ルフラウ福岡店

福岡市中央区天神２

福岡県

JS 旅道具

福岡市中央区天神 1-1-1 アクロス福岡ビル３Ｆ

福岡県

アイマーケットアクロス福岡店

福岡市中央区天神 1-1-1 アクロス福岡ビル３Ｆ

092-722-6262

福岡県

博多阪急

福岡市博多区博多駅中央街 1 番 1 号 8 階

092-461-1381

福岡県

東急ハンズ博多店１Ｆトラベル売り場

福岡市博多区博多駅中央街 1-1

092-481-3109

福岡県

キムラ駅店

福岡市博多区博多駅中央街博多ステーションビル名店街

092-441-6461

佐賀県

ラパックスワールド佐賀モラージュ店

佐賀市巨勢町大字中島７３０番地佐賀モラージュ

0952-41-6010

佐賀県

キムラオルソープ佐賀店

佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地内 22 街区

0952-36-8183

長崎県

多津屋大村店

大村市幸町 25-200 イオン大村店 1F

0957-27-3445

長崎県

多津屋大塔店

佐世保市大塔町 14-2 イオン大塔 1Ｆ

0956-27-2180

長崎県

浜屋百貨店

長崎市浜町 7 番 11 号 5 階

095-824-3221

長崎県

市丸

長崎市万屋町 5-1

0958-25-1010

大分県

J's 旅道具

大分県

トキハわさだタウン

大分市玉沢字楠本７５５−１

097-586-1818

大分県

トキハ別府店

別府市北浜２−９−１

0977-23-1113

熊本県

サックスバーＡＬはません店

熊本市南区田迎町田井島字野辻 １３０

熊本県

ボンボヤージュ

熊本市中央区上通町４−１４ 大森ビル２Ｆ

096-356-7934

熊本県

鶴屋百貨店

熊本市手取本町 6 番 1 号 2 階

096-356-2111

宮崎県

バッグのアツタ

イオン日向店

日向市日知屋字古田町 61-1

宮崎県

バッグのアツタ

宮崎店

宮崎市新別府町江口 862-1

宮崎県

宮崎山形屋

宮崎県

バッグのアツタ

鹿児島県

アージュ

鹿児島県

ニューバッグワカマツ

鹿児島県
鹿児島県

1Ｆトラベル

堺本部

神戸店

9階

広島店

ＰＲＳゆめシティ店

小倉ＡＩＭ

ザモール小倉店

福岡アクロス

大分市高砂町 12

大分店

１Ｆ旅行用品

イオンモール神戸北 1Ｆ

078-983-3761

カナート西神戸 1Ｆ

078-967-5140

そごう神戸店新館
2Ｆ

イオンモール高知１Ｆ

088-871-4180

フジグラン四万十１Ｆ

0880-31-2333

ゆめタウン大牟田１Ｆ

0944-53-2771

ザモール春日１Ｆ

092-595-8232
２Ｆ

トリアス久山Ｈ棟

ゆめタウン博多

１Ｆ

092-652-3686

092-632-3182
１Ｆ

新天町商店街

092-673-6377

092-741-4654

地下２号

オアシスひろば２１

092-939-7350

092-751-5045
ＰＰＣ前

２Ｆ

3Ｆ

ゆめタウンはません１Ｆ

イオン日向店 1Ｆ
イオン宮崎店

1F

092-725-9030

0975-37-8711

096-370-5166

050-5517-3295
050-5525-5934

宮崎市橘通東 3 丁目 4 番 12 号 1 階

0985-31-3237

宮崎市吉村町 38 街区

050-5517-3291

鹿児島市中央町 1-1 アミュプラザ鹿児島２Ｆ

099-812-7107

鹿児島市宇宿 2 丁目 3 番５号オプシアミスミ２Ｆ

099-812-8836

カバンの樋口

鹿児島市東千石町 15-5

099-224-3357

山形屋

鹿児島市金生町 3 番 1 号 6 階

099-227-6111

ボンボンボヤージュ店
オプシアミスミ

