北海道

エムアイプラザ旭川

2F トラベルバッグ

旭川市宮下通7丁目2番地5号 イオン旭川駅前店

0166-74-6345

北海道

藤丸

1F トラベル

帯広市西2条南8丁目1番地

0155-22-0103

北海道

札幌東急

7F トラベルバッグ

札幌市中央区北4条西2丁目-1

011-212-2359

北海道

大丸 札幌店

6F トラベルバッグ

札幌市中央区北5条西4丁目-7

011-828-1475

北海道

丸井今井 札幌本店

大通館5F 旅行用品

札幌市中央区南1条西2丁目

011-205-1394

北海道

札幌三越

3F ハンドバッグ

札幌市中央区南1条西3丁目

011-222-8045

北海道

ace. 新千歳空港店

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

北海道

函館丸井今井

4F 鞄

函館市本町32-15

0138-32-1174

青森県

さくら野 弘前店

2F トラベル

弘前市城東北3-10-1

0172-26-1120

青森県

中三 弘前店

1F トラベル

弘前市土手町49-1

0172-34-3131

岩手県

川徳

3F 鞄

盛岡市菜園1-10-1

019-651-1111

栃木県

福田屋 宇都宮店

1F バッグ

宇都宮市今泉町237

028-623-5249

栃木県

福田屋 インターパーク店

1F バッグ

宇都宮市インターパーク6-1-1

028-657-6359

栃木県

宇都宮東武

4F ACEショップ

宇都宮市宮園町5-4

028-636-5545

群馬県

高崎髙島屋

4F ACE BAGS&LUGGAGE

高崎市旭町45

027-330-3890

群馬県

スズラン百貨店 高崎店

1F 旅行用品

高崎市宮元町13-1

027-326-1111

群馬県

スズラン百貨店 前橋店

1F 旅行用品

前橋市千代田町2-12-3

027-233-1111

埼玉県

丸広百貨店 川越店

4F 紳士細貨

川越市新富町2-6-1

049-224-1124

千葉県

髙島屋 柏店

2F トラベル

柏市末広町3-16

04-7144-1111

千葉県

ace. ペリエ千葉店

千葉市中央区新千葉1丁目1-1 ペリエ千葉 5F 1509

043-304-5477

千葉県

そごう 千葉店

千葉市中央区新町1000

043-245-2111

千葉県

ACE BAGS&LUGGAGE 流山おおたかの森店

流山市おおたかの森1-5-1 流山おおたかの森S･C 2F

04-7168-0032

千葉県

東武百貨店 船橋店

船橋市本町7-1-1

047-425-2211

東京都

ace. 羽田空港店

大田区羽田空港3-3-2 第一旅客ターミナルビル 4F

03-5757-8739

東京都

東急百貨店 東横店

南館4F トラベル

渋谷区渋谷2-24-1

03-3477-4418

東京都

髙島屋 新宿店

5F 旅行用品

渋谷区千駄ヶ谷5-24-2

03-3211-4111

東京都

東急百貨店 本店

2F トラベル

渋谷区道玄坂2-24-1

03-3477-3448

東京都

京王百貨店 新宿店

2F トラベル

新宿区西新宿1-1-4

03-3342-2111

東京都

新宿小田急ハルク

B1F エースショップ

新宿区西新宿1丁目5-1

03-5325-0373

東京都

ACE BAGS&LUGGAGE 二子玉川ライズＳＣ店

世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター 3F
Ｎ-3250

03-6411-7401

東京都

髙島屋 玉川店

4F トラベル

世田谷区玉川3-17-1

03-3709-3111

東京都

ace. 上野マルイ店

5F ace. 上野マルイ店

台東区上野6-15-1 上野マルイ 5F

03-5817-4513

東京都

伊勢丹 立川店

1F トラベル

立川市曙町2-5-1

042-525-1111

東京都

ACE BAGS&LUGGAGE 立川高島屋店

立川市曙町2丁目39番3号 立川高島屋S・C 2F 206

042-595-6751

東京都

松屋 銀座店

5F スーツケース

中央区銀座3-6-1

03-3567-1211

東京都

三越 銀座店

5F トラベル

中央区銀座4-6-16

03-3562-1111

東京都

髙島屋 日本橋店

5F 旅行用品

中央区日本橋2-4-1

03-3211-4111

東京都

三越 日本橋店

4F トラベル

中央区日本橋室町1-4-1

03-3241-3311

東京都

ace. 八重洲店

中央区八重洲2-1 八重洲地下街 中1号

03-6262-2760

東京都

ace. 有楽町店

千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル 1F

03-3211-1266

東京都

Ｐｒｏｔｅｃａ 日比谷店

千代田区有楽町1-9-1 日比谷サンケイビル 1Ｆ

03-6273-4911

東京都

ACE BAGS&LUGGAGE 丸の内店

千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング 4F

03-6268-0061

5F 鞄

6F トラベル

東京都

東武百貨店 池袋店

5F 4番地 トラベルステーショ
豊島区西池袋1-1-25
ン

東京都

西武百貨店 池袋店

8F トラベル

豊島区南池袋1-28-1

03-3981-0111

東京都

町田小田急

3F エースショップ

町田市原町田6-12-20

042-725-7007

東京都

ace. 町田東急ツインズ店

町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズ イースト館 2F

042-794-7017

東京都

東急百貨店 吉祥寺店

武蔵野市吉祥寺本町2-3-1

0422-21-5223

5F トラベル

03-5951-8358

神奈川県 ace. ラゾーナ川崎店

川崎市幸区堀川町72-1 1F

044-874-8406

神奈川県 ace. ららぽーと湘南平塚店

平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚 3F 35070

0463-71-6110

神奈川県 さいか屋 藤沢店

1F カバン

藤沢市藤沢555番地

0466-22-7442

神奈川県 ACE BAGS&LUGGAGE ODAKYU湘南GATE店

5F ACE BAGS&LUGGAGE

藤沢市南藤沢21-1O DAKYU湘南GATE 5F

0466-52-7920

大和市中央林間4-12-1 東急スクエア 2F

046-206-5356

神奈川県 ace. 中央林間東急スクエア店
神奈川県 さいか屋 横須賀店

1F カバン

横須賀市大滝町1-13

046-822-8005

神奈川県 東急百貨店 たまプラーザ店

3F トラベル

横浜市青葉区美しヶ丘1-7

045-903-2316

神奈川県 京急百貨店

6F 紳士鞄

横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号

045-848-7578

神奈川県 ace. ららぽーと横浜店

横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜 3F 3601

045-532-8037

神奈川県 ace. 西武東戸塚店

横浜市戸塚区品濃町537-1 西武東戸塚店 5F

045-410-6731

神奈川県 そごう 横浜店

B1F トラベル

横浜市西区高島2-18-1

045-465-2111

神奈川県 髙島屋 横浜店

6F カバン

横浜市西区南幸1-6-31

045-311-5111

新潟県

新潟三越

4F トラベル

新潟市中央区西堀通5番町866

025-227-1111

富山県

大和 富山店

5F 旅行用品

富山市総曲輪3-8-6

076-424-1111

石川県

大和 香林坊店

5F 旅行用品

金沢市香林坊1-1-1

076-220-1111

長野県

ながの東急

4F 旅行用品

長野市南千歳町1-1-1

026-226-8181

岐阜県

アピタ 大垣店

エースショップ

大垣市林町六丁目80番21

0584-83-1311

岐阜県

高島屋 岐阜店

2F トラベルバッグ

岐阜市日ノ出町2-25

058-264-6485

静岡県

アピタ 浜北店

エースショップ

浜北市浜北区貴布祢1200番地

053-384-6611

静岡県

遠鉄百貨店

6F 紳士鞄・旅行用品

浜松市中区砂山町320-2

053-457-5349

愛知県

名鉄百貨店 一宮店

2F トラベルバッグ

一宮市新生1-1-1

0586-46-8222

愛知県

そごう・西武 西武岡崎店

3F 紳士かばん

岡崎市戸崎町外山38-5

0564-59-3188

愛知県

アピタ 阿久比店

エースショップ

知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉１-12

0569-48-7911

愛知県

ほの国百貨店

5F 紳士かばん

豊橋市駅前大通2-10

053-254-1211

愛知県

アピタ 長久手店

エースショップ

長久手町戸田谷901番地1

0561-63-6777

愛知県

名古屋三越 星ヶ丘店

6F 紳士鞄・旅行用品

名古屋市千種区星ヶ丘店元町14-14

052-783-3118

愛知県

松坂屋 名古屋店

北館2F 旅行用品

名古屋市中区栄3-16-1

052-264-2631

愛知県

名古屋三越 栄店

5F 紳士鞄・旅行用品

名古屋市中区栄3-5-1

052-252-3429

愛知県

ACE BAGS&LUGGAGE タカシマヤゲートタワー
モール店

名古屋市中村区名駅1-1015-15 タカシマヤゲートタワーモール
7F

052-485-8530

愛知県

名鉄百貨店 本店

名古屋市中村区名駅1丁目2番1号

052-585-2547

愛知県

ace. ららぽーと名古屋みなとアクルス店

名古屋市港区港明2丁目3番2号 ららぽーと名古屋 2F 2050区
画

052-387-5555

三重県

津松菱

2F 旅行用品

津市東丸の内4-10

059-213-5265

三重県

近鉄百貨店 四日市店

1F 旅行用品

四日市市諏訪栄町7-34

059-354-7084

滋賀県

西武大津店

4F 旅行用品

大津市におの浜2-3-1

077-521-3340

京都府

ジェイアール京都伊勢丹

10F トラベラーズ

京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町

075-342-5944

京都府

大丸 京都店

5F 旅行用品

京都市下京区四条通高倉西入立売西町79

075-288-6756

大阪府

近鉄 本店

6F 旅行用品

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

06-6625-2552

大阪府

阪神 本店

5F 旅行用品

大阪市北区梅田1丁目13番13号

06-6345-0843

大阪府

Ｐｒｏｔｅｃａ ヒルトンプラザ店

大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト B1F

06-6940-7420

大阪府

大丸 梅田店

8F 旅行用品

大阪市北区梅田3-1-1

06-6343-4087

大阪府

ルクア1100 イセタンメンズ

8F プロテカショップ

大阪市北区梅田3-1-3

06-6451-0282

大阪府

阪急 うめだ本店

8F 旅行用品

大阪市北区角田町8番7号

06-6361-1381

大阪府

ace. なんばＣＩＴＹ店

大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY B2F

06-6556-7656

大阪府

髙島屋 大阪店

5F 旅行用品

大阪市中央区難波5-1-5

06-6631-9862

大阪府

近鉄百貨店 上本町店

2F エースショップ

大阪市天王寺区上本町6-1-55

06-6775-3924

大阪府

ace. 新大阪店

大阪市淀川区西中島5-16-1 アルデ新大阪 2F 213

06-4805-7001

大阪府

髙島屋 堺店

3F 旅行用品

堺市堺区三国ヶ丘尾御幸通59

0722-38-5011

大阪府

㈱イトーヨカ堂 アリオ鳳店

エースショップ

堺市西区鳳南町3-199-12

072-274-4111

大阪府

西武 高槻店

3F 旅行用品

高槻市白梅町4-1

072-684-5243

大阪府

千里阪急

4F レディーストラベル

豊中市新千里東町1丁目5番１号

06-6831-1221

メンズ館1F 旅行用品

大阪府

ace. くずはモール店

枚方市樟葉花園町15-1 くずはモール本館 2F

072-807-8075

兵庫県

大丸 神戸店

5F 旅行用品（エースショッ
プ）

神戸市中央区明石町40

078-321-1758

兵庫県

そごう 神戸店

9F 旅行用品

神戸市中央区小野柄通8-1-8

078-200-7216

兵庫県

そごう 西神店

3F 旅行用品

神戸市西区糀台5-9-4

078-990-5216

兵庫県

ace. ららぽーと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園 2F 252

0798-42-7705

兵庫県

西宮阪急

4F 紳士カバン

西宮市高松町14番1号

0798-62-1381

奈良県

近鉄 橿原店

6F 旅行用品

橿原市北八木町3-65-11

0744-25-1111

奈良県

近鉄百貨店 奈良店

1F エースショップ

奈良市西大寺東町2-4-1

0742-30-2741

4F 旅行用品

和歌山市友田町5-18

073-433-1122

和歌山県 近鉄 和歌山店
鳥取県

米子髙島屋

3F 旅行用品

米子市角盤町1-30

0859-22-1326

鳥取県

米子しんまち天満屋

3F 旅行用品

米子市西福原2-1-10

0859-35-1441

島根県

一畑百貨店

2F 旅行用品

松江市朝日町661

0852-55-2516

広島県

広島三越

5F ACE BAGS&LUGGAGE 広島市中区胡町5-1

082-242-3167

広島県

福屋 本店

7F 旅行用品

広島市中区胡町6-26

082-246-6167

広島県

そごう 広島店

新館6F 旅行用品

広島市中区基町6-27

082-512-7710

徳島県

徳島そごう

2F 旅行用品

徳島市島本町西1-5

088-602-2232

香川県

高松三越

本館4F 旅行用品

高松市内町7-1

087-825-0716

愛媛県

伊予鉄髙島屋

5F 旅行用品

松山市湊町5-1-1

089-948-2626

高知県

高知大丸

3F 旅行用品

高知市帯屋町1-6-1

088-822-6610

福岡県

レッドホース アクロス店

福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡 3F

092-722-6262

沖縄県

㈱サンエー 浦添西海岸 PARCO CITY

かばん売場

浦添市西州3丁目1-1

沖縄県

㈱サンエー 具志川メインシティ

かばん売場

うるま市江洲450-1

098-974-1300

沖縄県

㈱サンエー 那覇メインプレイス

かばん売場

那覇市おもろまち4-4-9

098-95-3300

沖縄県

リウボウ

5F 旅行カバン売場

那覇市久茂地1-1-1

098-867-1453

6月末オープン予定

