
ZERO NEWYORK 展開店舗リスト

都道府県 店名 売り場名 住所 電話番号

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

北海道 カンガルー堂　カリーノメルチェ札幌平岡店
札幌市清田区平岡3条5-3-1

イオン札幌平岡1階
011-889-6234

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13 011-817-2000

岩手県 川徳 3階かばん 盛岡市菜園1-10-1 019-651-1111

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

群馬県 ギャレリア 高崎高関店 高崎市高関町407-1 027-381-8211

埼玉県 伊勢丹　浦和店 5階紳士鞄売場 さいたま市浦和区高砂1-15-1 048-834-1111（代表）

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

埼玉県 西武所沢S.C. 3階ACE 　BAGS＆LUGGAGE 所沢市日吉町12-1 04-2924-5760

東京都 西武　渋谷店 B館6階ゼロハリバートン 渋谷区宇田川町21-1 03-3462-0111(代表)

東京都 髙島屋　玉川店 4階旅行用品 世田谷区玉川３－１７－１ 03-3709-3111（代表）

東京都 エル　田無 西東京市田無町2-1-1アスタ1階 042-460-2030

東京都 ZERO HALLIBURTON　丸の内店
千代田区丸の内3-1-1

国際ビル1階
03-5220-5137

東京都 ZERO HALIBURTON　GINZA SIX店
中央区銀座6丁目10-1

GINZA SIX ５階5-8
03-6264-5179

東京都 東武百貨店　池袋店 2階10番地　ゼロハリバートン 豊島区西池袋1-1-25 03-3981-2211（代表）

東京都 伊勢丹　立川店 5階紳士鞄売場 立川市曙町2-5-1 042-525-1111（代表）

神奈川県 ZERO HALLIBURTON　横浜ランドマークタワー店
横浜市西区みなとみらい2-2-1

ランドマークプラザ4階
045-323-9960

神奈川県 そごう　横浜店 5階紳士雑貨売場 横浜市西区高島2-18-1 045-465-2111(代表)

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

京都府 ジェイアール京都伊勢丹 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京都

駅
075-342-5900

大阪府 高島屋　大阪店 紳士鞄 大阪市中央区難波5丁目1番5号 06-6631-1101

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 ZERO HALLIBURTON　ハービス大阪店
大阪市北区梅田2丁目5-25

梅田阪神第一ビルディング1階
03-4796-7736

兵庫県 神戸阪急 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

兵庫県 山陽百貨店 4F メンズバッグ 姫路市南町1番地 0792-23-4630

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5-18 073-433-1122

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(代表)

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

福岡県 博多大丸 ７Ｆエーストラベルコーナー 福岡市中央区天神1丁目4番1号 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丁目1番1号 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

福岡県 井筒屋本店 本館5Ｆ 旅行用品 北九州市小倉北区船場町1番1号 093-522-2209

福岡県 ギアーズジャム　久留米店
久留米市新合川1-2-1

ゆめタウン久留米2階
0942-65-7413

福岡県 オルソープ ゆめタウン佐賀店
佐賀市兵庫町藤木1416

ゆめタウン佐賀店1階
0952-36-8183
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福岡県 サックスバー　大牟田店店
大牟田市岬町3-4

イオンモール大牟田2階
0944-41-0553

福岡県 オルソープ イオンモール福岡店
粕屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1-2048

イオンモール福岡2階
092-939-7350

福岡県 オルソープ 木の葉モール橋本店
福岡市西区橋本2-27-2

木の葉モ－ル橋本2階206
092-407-2858

福岡県 ギアーズジャムマリノアシティ店
福岡市西区小戸2-12-30

マリノアＣ福岡マリナサイド2階
092-892-3830

福岡県 Bag Factory
福岡市西区小戸2-13-16R108

マリノアシティFウォーク1階
092-892-8636

福岡県 大隈カバン店　南通り店 福岡市中央区新天町商店街南通り 092-741-0278

福岡県 R-YOMA　マークイズ福岡ももち店
福岡市中央区地行浜2-2-1

ＭＡＲＫＩＳ福岡ももち2階
092-834-4800

福岡県 イル福岡
福岡市中央区天神2-11-1

パルコ本館3階
092-733-7011

福岡県 キムラ 本店 福岡市中央区天神2-9-114 092-741-2423

福岡県 メルティングポット　博多阪急店
福岡市博多区博多駅中央街1-1

博多阪急6階
092-419-5670

福岡県 東急ハンズ　博多店 2Fバッグ
福岡市博多区博多駅中央街1-1

アミュプラザ博多内東急ハンズ2階
092-481-3109

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4階
092-433-7077

福岡県 R-YOMA　福津店
福津市日蒔野6-16-1

イオンモール福津2階
0940-38-5126

福岡県 R-YOMA　八幡東店
北九州市八幡東区東田3-2-102

イオン八幡東
093-663-6061

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

長崎県 ラパックスワールド　大塔店
佐世保市大塔町14-2

イオンシテイ大塔
0956-27-2103

長崎県 タケモト 佐世保市本島町４丁目通り 0956-22-8569

長崎県 市丸 長崎市万屋町5-1 0958-25-1010

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2階
095-848-5120

熊本県 グランサックスエディション１光の森店
菊池郡菊陽町光の森7-33-1

ゆめタウン光の森南館2階
096-340-2127

熊本県 鶴屋百貨店 東館4階　ZEROコーナー 熊本市中央区手取本町6番1号 096-327-3553

熊本県 サックスバーＡＬ　八代店
八代市建馬町3-1

ゆめタウン八代1階
0965-30-0171

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

大分県 グランサックスＢＬ大分パークＰ
大分市公園通り西2-1

イオン大分パークプレイス1階
097-528-7504

大分県 東急ハンズ　大分店
大分市要町1-14

アミュプラザ大分3階東急ハンズ
097-513-1130

宮崎県 あつた ボンボンボヤージュ店
宮崎市吉村町尻溝甲1148番

イオンモール宮崎2階
0985-27-2968

宮崎県 サックスバー　宮交シティ店
宮崎市大淀4丁目7-28

宮交シティ1階
0985-55-1870

鹿児島県 ラパックスワールド 鹿屋店
鹿屋市白崎町6505

プラッセだいわ鹿屋店1階
0994-44-4329

鹿児島県 レ ボルセ
鹿児島市中央町1番-1

アミュプラザ鹿児島3階
099-812-6025

鹿児島県 東急ハンズ　鹿児島店 6Fバッグ&トラベル
鹿児島市中央町1番地1

アミュプラザ鹿児島プレミアム館6階
099-250-0109

鹿児島県 グランサックスプレミアム　鹿児島イオンモール店
鹿児島市東開町7

イオンモール鹿児島1階
099-263-1491

鹿児島県 ヒグチ 本店 鹿児島市東千石町15-5 099-224-3357

沖縄県 サックスバー　経塚サンエー店
浦添市経塚上平良大名原650番

サンエー経塚店1階
098-942-4382

沖縄県 東急ハンズ　浦添西海岸
浦添市西洲3-1-1

沖縄サンエーパルコシティ1階
098-871-1100

沖縄県 ＬＰＷ　南風原店
島尻郡南風原町字宮平264番地

イオン南風原店1階
098-940-6161

沖縄県 東急ハンズ　那覇メインプレイス店
那覇市おもろ町4-4

サンエー那覇メインプレイス1階
098-951-3510

各店舗により取り扱いシリーズ（アイテム）が異なります。

ご希望の商品の取り扱いがない場合がございますので、展開商品については上記店舗までお問い合わせのうえ、ご来店いただきますようお願い致します。


