
  対象オンラインショップ一覧
ショップ名

G-FOOT SHOES MARCHE https://www.g-foot.jp/feature_pages/newbalance373

SHOE PLAZA https://store.chiyodagrp.co.jp/SHOP/1076249/1136750/list.html

スポーツオーソリティ https://www.sportsauthority.jp/shop/e/es61373nb/

スポーツデポ・アルペン https://store.alpen-group.jp/f/dsd-011006005039-1-1?ST=

ゼビオ https://www.supersports.com/ja-jp/xebio/campaigns/60191cfcd3f13365de5fe342

ヒマラヤ https://www.himaraya.co.jp/category/feature_nb_373

対象店舗リスト一覧　※店舗名順

店舗名 郵便番号 都道府県 住所

北海道
ASBeefamあいの里店 002-8071 北海道 北海道札幌市北区あいの里1条6-2-2ビバホームあいの里店内 

ASBeefamアモール店 078-8233 北海道 北海道旭川市豊岡3条2-19アモール旭川 1F

ASBeefamイオン永山店 079-8413 北海道 北海道旭川市永山3条12-2-11イオン永山店 2F

ASBeefamイオン元町店 065-0031 北海道 北海道札幌市東区北31条東15-1-1イオン札幌元町ショッピングセンター 2F

ASBeefamイオン湯川店 042-0932 北海道 北海道函館市湯川町3-14-5イオン湯川店内 

ASBeefamキャポ大谷地店 004-0041 北海道 北海道札幌市厚別区大谷地東3-3-20キャポ大谷地 2F

ASBeefamソシア川沿店 005-0805 北海道 北海道札幌市南区川沿5条2-3-10コープさっぽろソシア 2F

ASBeefamルーシー大谷地店 003-0021 北海道 北海道札幌市白石区栄通18コープさっぽろルーシー大谷地店 2F

ASBeefamルミネ東光店 078-8231 北海道 北海道旭川市豊岡1条5-1ルミネ東光店 1F

ASBeefamルミネ平岡店 004-0889 北海道 北海道札幌市清田区平岡公園東3-1-5コープさっぽろルミネ平岡店 2F

ASBeefam浦河店 057-0033 北海道 北海道浦河郡浦河町堺町東6-493-2ファミリープラザパセオ店内 

ASBeefam永山店 079-8422 北海道 北海道旭川市永山12条3パワーズE館内

ASBeefam遠軽店 099-0403 北海道 北海道紋別郡遠軽町一条通り北1-4-24シティえんがる店内 

ASBeefam音更店 080-0301 北海道 北海道河東郡音更町木野大通り西16-1-10 

ASBeefam岩見沢国道店 068-0009 北海道 北海道岩見沢市9条東7-1 

ASBeefam釧路貝塚店 085-0816 北海道 北海道釧路市貝塚3-2-28コープさっぽろ釧路貝塚店内 

ASBeefam桜ヶ岡店 085-0805 北海道 北海道釧路市桜ヶ岡4-2-22コープさっぽろ桜ヶ岡 2F

ASBeefam札幌二十四軒店 063-0803 北海道 北海道札幌市西区二十四軒3条1-1-12 

ASBeefam手稲山口店 006-0860 北海道 北海道札幌市手稲区明日風6-1-1イオンスーパーセンター手稲山口店内 

ASBeefam春光店 070-8639 北海道 北海道旭川市春光町10イオン春光店 2F

ASBeefam小樽店 047-0008 北海道 北海道小樽市築港11-6イオン小樽店 2F

ASBeefam新中標津店 086-1100 北海道 北海道標津郡中標津町南町3-10東武サウスヒルズ内 

ASBeefam星置店 006-0860 北海道 北海道札幌市手稲区手稲山口495-3ショッピングセンターパストラル星置店内 

ASBeefam西岡店 062-0033 北海道 北海道札幌市豊平区西岡3条3-4-1イオン札幌西岡ショッピングセンター 2F

ASBeefam西帯広店 080-2473 北海道 北海道帯広市西23条南3-62-3ぴあざフクハラ西帯広店 1F

ASBeefam西友厚別店 004-0064 北海道 北海道札幌市厚別区厚別西4条6-700-126西友厚別店 1F

ASBeefam静内店 056-0025 北海道 北海道日高郡新ひだか町静内木場町2-1-29Karimpa 

ASBeefam石狩緑苑台店 061-3230 北海道 北海道石狩市緑苑台中央1-2イオン石狩ショッピングセンター内 

ASBeefam千歳おさつ店 066-0078 北海道 北海道千歳市勇舞8-1-1千歳モール 1F

ASBeefam千歳店 066-0017 北海道 北海道千歳市日の出1-1-66スーパーアークス千歳店 1F

ASBeefam帯広駅前店 080-0014 北海道 北海道帯広市西4条南12-3長崎屋帯広店 3F

ASBeefam滝川店 073-0024 北海道 北海道滝川市東町2-25-3イオン滝川店内 

ASBeefam登別店 059-0026 北海道 北海道登別市若山町4-33-1イオン登別店 2F

ASBeefam東札幌店 003-0003 北海道 北海道札幌市白石区東札幌3条2-1イオン東札幌 2F

ASBeefam東武店 099-2103 北海道 北海道北見市端野町三区572-1スーパーTマート東武端野店 1F

ASBeefam湯川店 042-0932 北海道 北海道函館市湯川町1-34-15コープさっぽろ湯川店 1F

ASBeefam藤野店 061-2283 北海道 北海道札幌市南区藤野3条6-2-1コープさっぽろ藤野店 1F

ASBeefam函館港町店 041-0821 北海道 北海道函館市港町1-2-1ポールスターB棟 

ASBeefam函館店 041-0844 北海道 北海道函館市川原町4-18 

ASBeefam富川店 055-0006 北海道 北海道沙流郡日高町富川南2-2-5マックスバリュ富川店内 

ASBeefam北広島店 061-1133 北海道 北海道北広島市栄町1-4-1コープさっぽろエルフィン 1F

ASBeefam名寄店 096-0071 北海道 北海道名寄市字徳田88-3なよろショッピングセンター内 

ASBeefam余市店 046-0003 北海道 北海道余市郡余市町黒川町12-62-1イオン余市店 

ASBeefam留萌店 077-0014 北海道 北海道留萌市南町4-73-1イオン留萌店内 

ASBeeKIDSイオンモール札幌発寒店 063-0828 北海道 北海道札幌市西区発寒8条12-1イオンモール札幌発寒 3F

ASBeeイオンモール旭川駅前店 070-0030 北海道 北海道旭川市宮下通7-2-5イオンモール旭川駅前 3F

ASBeeイオンモール旭川西店 070-0823 北海道 北海道旭川市緑町23-2161-3イオンモール旭川西 2F

ASBeeイオンモール釧路昭和店 084-0902 北海道 北海道釧路市昭和中央4-18-1イオンモール釧路昭和 1F

ASBeeイオンモール札幌発寒店 063-0828 北海道 北海道札幌市西区発寒8条12-1イオンモール札幌発寒 2F

ASBeeイオンモール札幌苗穂店 007-0802 北海道 北海道札幌市東区東苗穂2条3-1-1イオンモール札幌苗穂 1F

ASBeeイオンモール札幌平岡店 004-0873 北海道 北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1イオンモール札幌平岡 2F

ASBeeイオンモール苫小牧店 053-0053 北海道 北海道苫小牧市柳町3-1-20イオンモール苫小牧 2F

ASBeeイオン札幌桑園店 060-0008 北海道 北海道札幌市中央区北8条西14-28イオン札幌桑園ショッピングセンター 2F

ASBeeイオン名寄店 096-0071 北海道 北海道名寄市徳田80-1イオン名寄ショッピングセンター 1F

ASBeeカテプリ店 004-0052 北海道 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-7-3カテプリ 2F

ASBee小樽店 047-0008 北海道 北海道小樽市築港11-5ウイングベイ小樽1番街 3F

FeminineCafe釧路店 088-0621 北海道 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-17イオン釧路店 1F

GreenBox上磯店 049-0111 北海道 北海道北斗市七重浜4-44-1イオン上磯店内 

アルペン小樽店 047-0016 北海道 北海道小樽市信香町３－８

アルペン千歳店 066-0039 北海道 北海道千歳市富士３－５－１３

アルペン函館梁川店 040-0015 北海道 北海道函館市梁川町１５－２７

シュープラザ旭川豊岡タウンプラザ店 078-8234 北海道 北海道旭川市豊岡４条４丁目１－１６

シュープラザ環状通り東店 065-0016 北海道 北海道札幌市東区 北１６条東１９丁目４－１ 

シュープラザ岩見沢大和タウン店 068-0851 北海道 北海道岩見沢市大和１条８丁目３番３  

シュープラザ釧路鳥取大通店 084-0906 北海道 北海道釧路市鳥取大通８丁目３－４  

シュープラザ釧路木場店 088-0600 北海道 北海道釧路郡釧路町  木場２丁目１番地１０－１１  

シュープラザ恵庭アクロスプラザ店 061-1409 北海道 北海道恵庭市黄金南７丁目１８－１アクロスプラザ恵庭　内 

シュープラザ札幌菊水スーパーアークス店 003-0803 北海道 北海道札幌市白石区菊水３条５丁目１－１  

シュープラザ室蘭東町弥生ショッピングセンター店 050-0083 北海道 北海道室蘭市東町１丁目７番地 弥生ショッピングセンター内

シュープラザ上磯トライアル店 049-0111 北海道 北海道北斗市七重浜７丁目１４－１トライアル上磯店　１Ｆ 

シュープラザ上江別マルシェ店 067-0064 北海道 北海道江別市上江別４２７－１ マルシェ上江別　内  

シュープラザ新琴似一番通り店 001-0902 北海道 北海道札幌市北区 新琴似２条７丁目６７  

シュープラザ石山アクロスプラザ店 005-0842 北海道 北海道札幌市南区 石山２条９丁目７－６３ アクロスプラザ札幌南　内  

シュープラザ千歳店 066-0036 北海道 北海道千歳市北栄２丁目１３４５番２８号  

シュープラザ帯広フレスポ稲田店 080-0831 北海道 北海道帯広市稲田町南９線西１１－１

シュープラザ帯広白樺通り店 080-0027 北海道 北海道帯広市西１７条南３丁目４９番

シュープラザ滝川アクロスプラザ店 073-0013 北海道 北海道滝川市南滝の川１３１－１  アクロスプラザ滝川　内 

シュープラザ追分通り店 063-0051 北海道 北海道札幌市西区 宮の沢１条５丁目１４２－４  

シュープラザ函館ＭＥＧＡドンキホーテ店 041-0806 北海道 北海道函館市美原１－７－１ＭＥＧＡドン・キホーテ函館２Ｆ  

シュープラザ美しが丘店 004-0814 北海道 北海道札幌市清田区美しが丘４条５丁目  ３８９－１７６

サイトURL

ニューバランスで足をつなごう キャンペーン

https://store.chiyodagrp.co.jp/SHOP/1076249/1136750/list.html
https://www.sportsauthority.jp/shop/e/es61373nb/
https://store.alpen-group.jp/f/dsd-011006005039-1-1?ST=
https://www.supersports.com/ja-jp/xebio/campaigns/60191cfcd3f13365de5fe342
https://www.himaraya.co.jp/category/feature_nb_373


シュープラザ北３４条店 007-0834 北海道 北海道札幌市東区 北３４条東８丁目４８９－１１

シュープラザ北見三輪ショッピングセンター店 090-0837 北海道 北海道北見市中央三輪２丁目４１０－１ 

シュープラザ網走駒場ショッピングタウン店 093-0033 北海道 北海道網走市駒場北５丁目８３番地６ 網走駒場ショッピングタウン内 

スーパースポーツゼビオ ドーム札幌月寒店 062-0053 北海道 北海道札幌市豊平区月寒東三条11-1-10

スーパースポーツゼビオ モルエ室蘭中島店 050-0075 北海道 北海道室蘭市中島本町1-1-11

スーパースポーツゼビオ 旭川永山店 079-8413 北海道 北海道旭川市永山三条3-2-4

スーパースポーツゼビオ 釧路店 088-0622 北海道 北海道釧路郡釧路町木場1-3-4

スーパースポーツゼビオ 札幌太平店 002-8006 北海道 北海道札幌市北区太平6条2丁目2番1号

スーパースポーツゼビオ 新発寒店 006-0804 北海道 北海道札幌市手稲区新発寒四条1-1-85

スーパースポーツゼビオ 帯広いっきゅう店 080-2469 北海道 北海道帯広市西十九条南2-30-5

スーパースポーツゼビオ 滝川店 073-0024 北海道 北海道滝川市東町8丁目311-1

スーパースポーツゼビオ 苫小牧柳町店 053-0053 北海道 北海道苫小牧市柳町4丁目3-25

スーパースポーツゼビオ 函館昭和ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ店 041-0812 北海道 北海道函館市昭和1-29-1

スーパースポーツゼビオ 北見店 090-0836 北海道 北海道北見市東三輪4丁目12-2

スポーツオーソリティ旭川西店 070-0823 北海道 北海道旭川市緑町23丁目2161番地3 イオンモール旭川西

スポーツオーソリティ札幌苗穂店 007-0802 北海道 北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1番1号  イオンモール札幌苗穂

スポーツオーソリティ札幌平岡店 004-0873 北海道 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3－1  イオンモール札幌平岡1階

スポーツオーソリティ新さっぽろカテプリ店 004-8577 北海道 北海道札幌市厚別区中央2条5丁目7番 イオンカテプリ新さっぽろ 1階

スポーツオーソリティ苫小牧店 053-0053 北海道 北海道苫小牧市柳町3－1－20 イオンモール苫小牧

スポーツデポ旭川永山店 079-8413 北海道 北海道旭川市永山３条７丁目２番３号

スポーツデポ岩見沢店 068-0851 北海道 北海道岩見沢市大和１条９丁目２番

スポーツデポ宮の沢店 006-0004 北海道 北海道札幌市手稲区西宮の沢４条二丁目１番８号

スポーツデポ釧路店 088-0621 北海道 北海道釧路郡釧路町桂木４－８

スポーツデポ光星店 060-0909 北海道 北海道札幌市東区北９条東４丁目１番１０号

スポーツデポ厚別東店 004-0004 北海道 北海道札幌市厚別区厚別東４条3丁目24番5号

スポーツデポ帯広店 080-0835 北海道 北海道帯広市稲田町南８線西１０番６

スポーツデポ大曲店 061-1278 北海道 北海道北広島市大曲幸町２－８－２

スポーツデポ北見店 090-0835 北海道 北海道北見市光西町184番地4

ゼビオスポーツエクスプレス アリオ札幌店 065-0007 北海道 北海道札幌市東区北7条東9丁目2番20号

ニュースクリップ 080-0012 北海道 北海道帯広市西２条南9-9

東京靴流通センター５５８８琴似店 063-0812 北海道 北海道札幌市西区 琴似２条１丁目１ ５５８８ＫＯＴＯＮＩ店　２Ｆ 

東京靴流通センター旭川春光店 070-0901 北海道 北海道旭川市花咲町５－２２７２－４４ 

東京靴流通センター旭川東光店 078-8342 北海道 北海道旭川市東光２条４丁目２８ 

東京靴流通センター伊達店 052-0021 北海道 北海道伊達市末永町４４－１２

東京靴流通センター永山環状通り店 079-8417 北海道 北海道旭川市永山７条４丁目９６－１

東京靴流通センター音更店 080-0301 北海道 北海道河東郡音更町  木野大通西１４丁目１番３１号

東京靴流通センター厚別店 004-0053 北海道 北海道札幌市厚別区厚別中央３条６－６－１

東京靴流通センター江別店 069-0812 北海道 北海道江別市幸町１０番地４－５ 

東京靴流通センター札幌西町西友店 063-0062 北海道 北海道札幌市西区 西町南６－１－１ 西友西町店２階

東京靴流通センター札幌西野店 063-0035 北海道 北海道札幌市西区 西野５条３丁目３５５－１ 

東京靴流通センター札幌平岸西友店 062-0932 北海道 北海道札幌市豊平区平岸２条１０丁目３－２８  西友平岸店　３Ｆ 

東京靴流通センター小樽長橋店 047-0036 北海道 北海道小樽市長橋４丁目４番９

東京靴流通センター新琴似店 001-0908 北海道 北海道札幌市北区 新琴似８条１３丁目２－５ 

東京靴流通センター清田店 004-0842 北海道 北海道札幌市清田区清田２条１丁目１５３－１０３２ 

東京靴流通センター西岡ビバパーク店 062-0033 北海道 北海道札幌市豊平区西岡３条５丁目５－２  

東京靴流通センター前田店 006-0816 北海道 北海道札幌市手稲区前田６条１１丁目

東京靴流通センター滝川東店 073-0024 北海道 北海道滝川市東町１丁目５３－３ 

東京靴流通センター稚内店 097-0002 北海道 北海道稚内市潮見２丁目５－３５ 

東京靴流通センター中標津店 086-1053 北海道 北海道標津郡中標津町東１３条北１丁目

東京靴流通センター登別店 059-0032 北海道 北海道登別市新生町２丁目４９－９  

東京靴流通センター苫小牧桜木店 053-0832 北海道 北海道苫小牧市桜木町３－１９－１０  

東京靴流通センター苫小牧新富店 053-0805 北海道 北海道苫小牧市新富町１丁目７－１ 

東京靴流通センター白石店 003-0021 北海道 北海道札幌市白石区栄通１－１

東京靴流通センター函館金堀店 042-0944 北海道 北海道函館市金堀町７－１５  

東京靴流通センター函館昭和店 041-0812 北海道 北海道函館市昭和１丁目２８－３ 

東京靴流通センター函館本通り店 041-0851 北海道 北海道函館市本通り４－１６－３１  

東京靴流通センター富良野店 076-0022 北海道 北海道富良野市若葉町９－１８  

東京靴流通センター伏古店 007-0801 北海道 北海道札幌市東区 東苗穂１条１－１－１  

東京靴流通センター北栄店 007-0848 北海道 北海道札幌市東区 北４８条東８丁目８３１－１３０ 

青森県
ASBeefam弘前店 036-8164 青森県 青森県弘前市大字泉野1-4-5イオンタウン弘前安原店内 

ASBeefam十和田店 034-0041 青森県 青森県十和田市大字相坂字六日町山166-1イオンスーパーセンター十和田店内 

ASBeefam青森西店 038-0006 青森県 青森県青森市三好2-3-19マエダガーラモール店 2F

ASBeefam青森東店 030-0912 青森県 青森県青森市八重田4-2-1ラ・セラ東バイパスショッピングセンター 

ASBeefam八戸城下店 031-0072 青森県 青森県八戸市城下2-11-6イオンタウン八戸城下店内 

ASBeefam平賀店 036-1111 青森県 青森県平川市小和森上松岡193-1イオンタウン平賀店内 

ASBeeイオンモールつがる柏店 038-3107 青森県 青森県つがる市柏稲盛幾世41イオンモールつがる柏 2F

ASBeeイオンモール下田店 039-2112 青森県 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1イオンモール下田 2F

GreenBoxＳＵＣ十和田店 034-0041 青森県 青森県十和田市大字相坂字六日町山166-1イオンスーパーセンター十和田店内 

GreenBox下田店 039-2112 青森県 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1イオン下田店内 

GreenBox七戸十和田駅前店 039-2501 青森県 青森県上北郡七戸町字荒熊内67-990イオン七戸十和田駅前店内 

GreenBox青森店 030-0845 青森県 青森県青森市緑3-9-2イオン青森店内 

GreenBox藤崎店 038-3803 青森県 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田1-7-1イオン藤崎店内 

GreenBox八戸田向店 031-0011 青森県 青森県八戸市大字田向毘沙門平27-1イオン八戸田向店内 

クローバーリーフ五所川原エルム店 037-0004 青森県 青森県五所川原市 大字唐笠柳字藤巻５１７－１エルムの街ショッピングセンター  

シュープラザ弘前さくら野店 036-8091 青森県 青森県弘前市高崎２丁目１５番１号さくら野弘前別館ラフォルテ１Ｆ  

シュープラザ弘前店 036-8061 青森県 青森県弘前市大字神田３丁目２－１８

シュープラザ青森東店 030-0947 青森県 青森県青森市浜館５－３－２  

シュープラザ青森柏店 038-3107 青森県 青森県つがる市柏稲盛岡本８９アクロス柏　内

シュープラザ青森浜田イオンタウン店 030-0843 青森県 青森県青森市大字浜田字玉川１９６－１１イオンタウン青森浜田　内  

シュープラザ八戸沼館シンフォニープラザ店 031-0071 青森県 青森県八戸市沼館４丁目４番８号  シンフォニープラザ沼館　内

スーパースポーツゼビオ ピアドゥ八戸店 031-0071 青森県 青森県八戸市沼館4-7-113

スーパースポーツゼビオ 五所川原エルム店 037-0004 青森県 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻509-1

スーパースポーツゼビオ 弘前高田店 036-8084 青森県 青森県弘前市大字高田5-1-1

スーパースポーツゼビオ 青森中央店 030-0847 青森県 青森県青森市東大野2丁目12番1号

スポーツオーソリティ下田店 039-2112 青森県 青森県上北郡おいらせ町中野平40－1 イオンモール下田

スポーツデポ青森店 038-0006 青森県 青森県青森市三好２－１－１５

タケダスポーツ　むつ店 035-0061 青森県 青森県むつ市下北町２－５２

タケダスポーツ　下田店 039-2115 青森県 青森県上北郡おいらせ町菜飯５０－１

タケダスポーツ　弘前店 036-8092 青森県 青森県弘前市城東北４丁目５－５

タケダスポーツ　堤橋店 030-0903 青森県 青森県青森市栄町１丁目５－１

タケダスポーツ　柏店 038-3103 青森県 青森県つがる市柏上古川八重崎１３８

靴のハシブン サンロード店 039-2112 青森県 青森県上北郡おいらせ町中野平４０−１ イオンモール下田　1F

東京靴流通センターむつ店 035-0073 青森県 青森県むつ市中央１－８－３  

東京靴流通センター弘前堅田店 036-8051 青森県 青森県弘前市大字宮川３－２－３ 

東京靴流通センター弘前城東店 036-8084 青森県 青森県弘前市大字高田３－１－９ 



東京靴流通センター弘前樋の口イオン店 036-8278 青森県 青森県弘前市樋の口２丁目９－６  イオンタウン弘前樋之口　内

東京靴流通センター黒石アクロス店 036-0515 青森県 青森県黒石市富士見１０３－３

東京靴流通センター三沢アクロス店 033-0011 青森県 青森県三沢市栄町２丁目３１－１４４

東京靴流通センター十和田稲生町店 034-0011 青森県 青森県十和田市稲生町１７－１８

東京靴流通センター青森観光通り店 030-0846 青森県 青森県青森市青葉３丁目８－４

東京靴流通センター八戸売市店 031-0073 青森県 青森県八戸市売市４丁目１８－７ 

東京靴流通センター八戸柏崎店 031-0081 青森県 青森県八戸市柏崎３－６－１６

東京靴流通センター八戸湊高台店 031-0823 青森県 青森県八戸市湊高台２丁目１３番３８号 

岩手県
ASBeefam一関店 029-0131 岩手県 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬11-1イオンスーパーセンター一関店内 

ASBeefam釜石店 026-0011 岩手県 岩手県釜石市港町2-1-1イオンタウン釜石 2F

ASBeefam久慈店 028-0041 岩手県 岩手県久慈市長内町30地割50-2 

ASBeefam宮古店 027-0038 岩手県 岩手県宮古市小山田2-2-1いわて生協マリンコープDORA店内 

ASBeefam水沢店 023-0003 岩手県 岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目123いわて生協コープAterui店内 

ASBeefam盛岡渋民店 028-4132 岩手県 岩手県盛岡市玉山区渋民鶴飼20-1イオンスーパーセンター盛岡渋民店内 

ASBeefam矢巾店 028-3615 岩手県 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅第7地割413矢巾ショッピングセンター店内 

ASBeeイオンモール盛岡店 020-0148 岩手県 岩手県盛岡市前潟4-7-1イオンモール盛岡 2F

ASBeeイオンモール盛岡南店 020-0866 岩手県 岩手県盛岡市本宮7-1-1イオンモール盛岡南 1F

FeminineCafe盛岡南店 020-0866 岩手県 岩手県盛岡市本宮7-1-1イオンモール盛岡南 2F

GreenBoxＳＵＣ一関店 029-0131 岩手県 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬11-1イオンスーパーセンター一関店内 

GreenBoxＳＵＣ金ヶ崎店 029-4502 岩手県 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ヶ尻荒巻165イオンスーパーセンター金ヶ崎店内 

GreenBoxＳＵＣ盛岡渋民店 028-4132 岩手県 岩手県盛岡市玉山区渋民字鶴飼20-1イオンスーパーセンター盛岡渋民店内 

GreenBox一関店 021-0055 岩手県 岩手県一関市山目字泥田89-1イオン一関店内 

GreenBox江釣子店 024-0072 岩手県 岩手県北上市北鬼柳19-68イオン江釣子店内 

GreenBox盛岡店 020-0148 岩手県 岩手県盛岡市前潟4-7-1イオン盛岡店内 

GreenBox盛岡南店 020-0866 岩手県 岩手県盛岡市本宮7-1-1イオン盛岡南店内 

GreenBox前沢店 029-4204 岩手県 岩手県奥州市前沢区向田2-85イオン前沢店内 

ＳＴＵＤＩＯ　３１０ 027-0076 岩手県 岩手県宮古市栄町３－３５キャトル宮古２Ｆ

クローバーリーフ盛岡イオンモール店 020-0148 岩手県 岩手県盛岡市前潟４－７－１イオンモール盛岡　２Ｆ 

シュープラザ一関中里店 021-0002 岩手県 岩手県一関市中里字南白幡４９－１　　いわい  ショッピングセンターＷＥＳＴ内  

シュープラザ花巻シーズ店 025-0003 岩手県 岩手県花巻市東宮野目第１２地割３－１  ＸＹＺ花巻内  

シュープラザ水沢店 023-0003 岩手県 岩手県奥州市水沢区佐倉河字石橋１１－１  

シュープラザ盛岡みたけアクロ店 020-0122 岩手県 岩手県盛岡市みたけ２丁目９－７０アクロスプラザ盛岡みたけ  

シュープラザ盛岡南サンサ店 020-0836 岩手県 岩手県盛岡市津志田西２丁目１７－５０  盛岡ＳＣサンサ　内  

シュープラザ盛岡本宮店 020-0866 岩手県 岩手県盛岡市本宮３丁目１８番１５号

シュープラザ北上さくら野店 024-0094 岩手県 岩手県北上市本通り２－２－１ さくら野北上店３Ｆ  

スーパースポーツゼビオ 紫波店 028-3303 岩手県 岩手県紫波郡紫波町高水寺欠上り2-1

スーパースポーツゼビオ 盛岡盛南店 020-0866 岩手県 岩手県盛岡市本宮六丁目7番17号

スポーツオーソリティイオンタウン釜石店 026-0011 岩手県 岩手県釜石市港町2丁目1番1号  イオンタウン釜石 3階

スポーツデポ一関中里店 021-0002 岩手県 岩手県一関市中里字南白幡49-1

スポーツデポ盛岡南店 020-0851 岩手県 岩手県盛岡市向中野7丁目16番90号

タケダスポーツ　花巻店 025-0092 岩手県 岩手県花巻市大通１丁目５８３

タケダスポーツ　宮古店 027-0053 岩手県 岩手県宮古市長町１丁目６－２２

タケダスポーツ　水沢店 023-0003 岩手県 岩手県奥州市水沢区佐倉河字羽黒田１１

タケダスポーツ　二戸店 028-6101 岩手県 岩手県二戸市福岡字上町９－１

ネクサスｂｙタケダＳｐｏｒｔｓ盛岡みたけ 020-0122 岩手県 岩手県盛岡市みたけ２丁目８番４０

ネクサス一関店 021-0041 岩手県 岩手県一関市赤荻字堺１０

ネクサス花巻店 025-0062 岩手県 岩手県花巻市上小舟渡５１

ネクサス水沢店 023-0003 岩手県 岩手県奥州市水沢区佐倉河字慶徳８７

ネクサス仙北店 020-0862 岩手県 岩手県盛岡市東仙北１－１０－２７

ネクサス北上店 024-0072 岩手県 岩手県北上市北鬼柳１８－３５

東京靴流通センター遠野店 028-0541 岩手県 岩手県遠野市松崎町白岩１５地割４８

東京靴流通センター釜石中妻店 026-0034 岩手県 岩手県釜石市中妻町２丁目１１８ 

東京靴流通センター久慈店 028-0041 岩手県 岩手県久慈市長内町第３４地割３－３

東京靴流通センター宮古店 027-0053 岩手県 岩手県宮古市長町１－８－１  

東京靴流通センター江釣子店 024-0072 岩手県 岩手県北上市北鬼柳第１８－５２－１

東京靴流通センター盛岡三ツ割店 020-0011 岩手県 岩手県盛岡市三ツ割４丁目２－４１  

東京靴流通センター盛岡厨川店 020-0124 岩手県 岩手県盛岡市厨川１－１５－１

東京靴流通センター盛岡南アクロス店 020-0839 岩手県 岩手県盛岡市津志田南１－１－１２アクロス　内  

東京靴流通センター大船渡店 022-0002 岩手県 岩手県大船渡市大船渡町新田４７－８  

宮城県
ASBeefam塩釜店 985-0002 宮城県 宮城県塩釜市海岸通15-100イオンタウン塩釜 2F

ASBeeイオンタウン佐沼店 987-0404 宮城県 宮城県登米市南方町新島前46-1イオンタウン佐沼 1F

ASBeeイオンタウン仙台泉大沢店 981-3137 宮城県 宮城県仙台市泉区大沢1-5-1イオンタウン仙台泉大沢 2F

ASBeeイオンモール新利府北館店 981-0112 宮城県 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22イオンモール新利府 北館2F

ASBeeイオンモール石巻店 986-0861 宮城県 宮城県石巻市蛇田字新金沼170イオンモール石巻店 1F

ASBeeイオンモール富谷店 981-3329 宮城県 宮城県富谷市大清水1-33-1イオンモール富谷 2F

ASBeeイオンモール名取店 981-1224 宮城県 宮城県名取市名取市杜せきのした5-3-1イオンモール名取 3F

ASBee仙台長町店 982-0011 宮城県 宮城県仙台市太白区長町7-20-3ザ・モール仙台長町 3F

Genki Kids+仙台泉大沢店 981-3137 宮城県 宮城県仙台市泉区大沢1-5-1  イオンタウン仙台泉大沢　２Ｆ

Genki Kids名取店 981-1227 宮城県 宮城県名取市杜せきのした5-3-1  イオンモール名取　３Ｆ

Genki Kidsララガーデン長町店 982-0011 宮城県 宮城県仙台市太白区長町7-20-5  ララガーデン長町　３Ｆ

GreenBoxＳＵＣ加美店 981-4264 宮城県 宮城県加美郡加美町字赤塚178イオンスーパーセンター加美店内 

GreenBoxＳＵＣ鈎取店 982-0805 宮城県 宮城県仙台市太白区鈎取本町1-21-1イオンスーパーセンター鈎取店内 

GreenBoxＳＵＣ栗原志波姫店 989-5612 宮城県 宮城県栗原市志波姫新熊谷11イオンスーパーセンター栗原志波姫店内 

GreenBoxＳＵＣ佐沼店 987-0404 宮城県 宮城県登米市南方町新島前46-1イオンスーパーセンター佐沼店内 

GreenBoxＳＵＣ石巻東店 986-2103 宮城県 宮城県石巻市流留字七勺1-1イオンスーパーセンター石巻東店内 

GreenBoxＳＵＣ涌谷店 987-0121 宮城県 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字洞ヶ崎5イオンスーパーセンター涌谷店内 

GreenBoxキッズ 仙台卸町店 984-0015 宮城県 宮城県仙台市若林区卸町1-1-3イオンスタイル仙台卸町店 3F

GreenBox気仙沼店 988-0101 宮城県 宮城県気仙沼市赤岩館下6-1外イオン気仙沼店内 

GreenBox古川店 989-6117 宮城県 宮城県大崎市古川旭2-2-1イオン古川店内 

GreenBox新名取店 982-1294 宮城県 宮城県名取市杜せきのした5-3-1イオンスタイル新名取店内 

GreenBox新利府店 981-0112 宮城県 宮城県宮城郡利府町利府字新中道3-1-1イオン新利府

GreenBox石巻店 986-0861 宮城県 宮城県石巻市茜平4-104イオン石巻店内 

GreenBox仙台卸町店 984-0015 宮城県 宮城県仙台市若林区卸町1-1-3イオンスタイル仙台卸町店 2F

GreenBox仙台幸町店 983-0836 宮城県 宮城県仙台市宮城野区幸町5-10-1イオン仙台幸町店内 

GreenBox仙台中山店 981-3213 宮城県 宮城県仙台市泉区南中山1-35-40イオン仙台中山店内 

GreenBox仙台店 980-0021 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央2-3-6イオン仙台店内 

GreenBox船岡店 989-1622 宮城県 宮城県柴田郡柴田町西船迫2-1-15イオン船岡店内 

GreenBox多賀城店 985-0845 宮城県 宮城県多賀城市町前4-1-1イオン多賀城店内 

GreenBox富谷店 981-3329 宮城県 宮城県富谷市大清水1-33-1イオン富谷店内 

クローバーリーフ石巻イオンモール店 986-0866 宮城県 宮城県石巻市茜平４－１０４イオンモール石巻　１Ｆ 

クローバーリーフ仙台イオン店 980-0021 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央２－３－６新伝馬町中央通りビル　１Ｆ

シュープラザ古川イオンタウン店 989-6232 宮城県 宮城県大崎市古川沢田字筒場浦１５番 イオンタウン古川　内

シュープラザ石巻店 986-0862 宮城県 宮城県石巻市あけぼの２丁目３－８  



シュープラザ仙台クリスロード店 980-0021 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央２－２－２０

シュープラザ仙台鈎取ショッピングセンター店 982-0805 宮城県 宮城県仙台市太白区鈎取本町１丁目２１－１ 鈎取ショッピングセンター　２Ｆ  

シュープラザ仙台港店 983-0013 宮城県 宮城県仙台市宮城野区中野３丁目１番地の２２

シュープラザ仙台荒井店 984-0032 宮城県 宮城県仙台市若林区荒井２丁目１－７

シュープラザ仙台市名坂ヨークタウン店 981-3117 宮城県 宮城県仙台市泉区 市名坂字中道１００－９ ヨークタウン市名坂内

シュープラザ仙台泉アリオ店 981-3133 宮城県 宮城県仙台市泉区 泉中央１－５－１ アリオ仙台泉　２Ｆ  

シュープラザ仙台南吉成タウン店 989-3204 宮城県 宮城県仙台市青葉区南吉成３丁目１番２３号

シュープラザ東仙台フォレオ店 983-0833 宮城県 宮城県仙台市宮城野区東仙台４－６－３１  フォレオせんだい宮の杜　内

スーパースポーツゼビオ あすと長町店 982-0007 宮城県 宮城県仙台市太白区あすと長町一丁目4番50号

スーパースポーツゼビオ イオンタウン古川店 989-6223 宮城県 宮城県大崎市古川字筒場浦15

スーパースポーツゼビオ ザ・モール仙台長町店 982-0011 宮城県 宮城県仙台市太白区長町7-20-3

スーパースポーツゼビオ 石巻店 986-0868 宮城県 宮城県石巻市恵み野三丁目3番地17

スーパースポーツゼビオ 仙台泉中央店 981-3133 宮城県 宮城県仙台市泉区泉中央4-24-3

スーパースポーツゼビオ 名取店 981-1227 宮城県 宮城県名取市杜せきのした三丁目8番地の6

スポーツオーソリティ新利府店 981-0114 宮城県 宮城県宮城郡利府町新中道三丁目1番1 イオンモール新利府 南館 2階

スポーツオーソリティ名取店 981-1227 宮城県 宮城県名取市杜せきのした5－3－1 イオンモール名取 3階

スポーツデポ仙台新港店 983-0013 宮城県 宮城県仙台市宮城野区中野3丁目3番地4

スポーツデポ仙台泉店 981-3121 宮城県 宮城県仙台市泉区上谷刈４丁目１１番３６号

タカハシ靴店 980-0021 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央2-1-24

ネクサス by タケダスポーツ気仙沼店 988-0181 宮城県 宮城県気仙沼市赤岩杉の沢77-2

ネクサス南方店 987-0403 宮城県 宮城県登米市南方町鴻ノ木１２７－１

東京靴流通センター愛子栗生店 989-3122 宮城県 宮城県仙台市青葉区栗生４－１２－４

東京靴流通センター角田店 981-1505 宮城県 宮城県角田市角田字大町４１－２ 

東京靴流通センター岩沼店 989-2433 宮城県 宮城県岩沼市桜２－９－２５  

東京靴流通センター気仙沼店 988-0053 宮城県 宮城県気仙沼市田中前１－５－１３ 

東京靴流通センター宮城白石店 989-0232 宮城県 宮城県白石市福岡長袋字下河原５７－３ 

東京靴流通センター古川東店 989-6115 宮城県 宮城県大崎市古川駅東３丁目１２番地

東京靴流通センター佐沼店 987-0511 宮城県 宮城県登米市迫町佐沼字中江４－７－７ 

東京靴流通センター西多賀店 982-0034 宮城県 宮城県仙台市太白区西多賀１－１７－１２  

東京靴流通センター仙台南小泉店 984-0827 宮城県 宮城県仙台市若林区南小泉２－１１－１３  

東京靴流通センター仙台六丁の目店 984-0004 宮城県 宮城県仙台市若林区六丁の目東町１－１ 

東京靴流通センター大河原店 989-1246 宮城県 宮城県柴田郡大河原町新東２２－１０  

東京靴流通センター富谷町店 981-3304 宮城県 宮城県富谷市ひより台１－４３－６  

東京靴流通センター名取店 981-1231 宮城県 宮城県名取市手倉田字八幡５３－１  

東京靴流通センター矢本イオンタウン店 981-0504 宮城県 宮城県東松島市小松字上浮足４３番地イオンタウン矢本　Ｅ棟 

東京靴流通センター亘理店 989-2351 宮城県 宮城県亘理郡亘理町  字中町東１９５－５ 

秋田県
ASBeefam秋田茨島店 010-0065 秋田県 秋田県秋田市茨島4-3-21茨島ショッピングセンター内 

ASBeefam新大館店 017-0041 秋田県 秋田県大館市大田面238イオンスーパーセンター大館店内 

ASBeefam湯沢店 012-0000 秋田県 秋田県湯沢市字上萩生田162イオンスーパーセンター湯沢店内 

ASBeefam本荘店 015-0843 秋田県 秋田県由利本荘市東梵天257 

ASBeeイオンモール秋田店 010-1413 秋田県 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1イオンモール秋田ウエストモール 2F

ASBeeイオンモール大曲店 014-0033 秋田県 秋田県大仙市和合字坪立177イオンモール大曲 2F

FeminineCafe御所野店 010-1413 秋田県 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1イオンモール秋田 2F

FeminineCafe大曲店 014-0033 秋田県 秋田県大仙市和合字坪立177イオンモール大曲 1F

GreenBoxＳＵＣ横手南店 013-0063 秋田県 秋田県横手市婦気大堤字中田4-1イオンスーパーセンター横手南店内 

GreenBoxＳＵＣ五城目店 018-1732 秋田県 秋田県南秋田郡五城目町大川西野字田屋前138イオンスーパーセンター五城目店内 

GreenBoxＳＵＣ大館店 017-0041 秋田県 秋田県大館市字大田面238イオンスーパーセンター大館店内 

GreenBoxＳＵＣ湯沢店 012-0000 秋田県 秋田県湯沢市字上荻生田162イオンスーパーセンター湯沢店内 

GreenBoxＳＵＣ美郷店 019-1231 秋田県 秋田県仙北郡美郷町南町字南高野34イオンスーパーセンター美郷店内 

GreenBoxＳＵＣ本荘店 015-0011 秋田県 秋田県由利本荘市石脇字田中138イオンスーパーセンター本荘店内 

GreenBox横手店 013-0043 秋田県 秋田県横手市安田字向田147イオン横手店内 

GreenBox御所野店 010-1413 秋田県 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1イオンスタイル御所野店内 

GreenBox秋田中央店 010-0029 秋田県 秋田県秋田市楢山川口境5-11イオン秋田中央店内 

GreenBox大曲店 014-0033 秋田県 秋田県大仙市和合字坪立177イオン大曲店内 

GreenBox中仙店 014-0203 秋田県 秋田県大仙市北長野字袴田188イオン中仙店内 

GreenBox土崎港店 011-0943 秋田県 秋田県秋田市土崎港南2-3-41イオン土崎港店内 

GreenBox能代店 016-0825 秋田県 秋田県能代市柳町11-1イオン能代店内 

シュープラザ横手店 013-0060 秋田県 秋田県横手市条里３丁目２－６１ 

シュープラザ秋田潟上メルシティ店 018-1504 秋田県 秋田県潟上市飯田川飯塚字岡谷地１番７ 

シュープラザ秋田広面店 010-0041 秋田県 秋田県秋田市広面樋の沖７３－１ 

シュープラザ秋田川尻店 010-0942 秋田県 秋田県秋田市川尻大川町１２－３８  

シュープラザ大館店 017-0041 秋田県 秋田県大館市大田面４１－１  

シュープラザ大曲アクロス店 014-0044 秋田県 秋田県大仙市戸蒔字錨１６７  

シュープラザ能代アクロス店 016-0188 秋田県 秋田県能代市寺向８７アクロス能代　内 

シュープラザ本荘アクロス店 015-0843 秋田県 秋田県由利本荘市 東梵天１７５ 

スーパースポーツゼビオ イオンモール大曲店 014-0033 秋田県 秋田県大仙市和合字坪立177

スーパースポーツゼビオ 秋田茨島店 010-0065 秋田県 秋田県秋田市茨島1-4-65

スポーツオーソリティ秋田店 010-1413 秋田県 秋田県秋田市御所野地蔵田1－1－1 イオンモール秋田3Ｆ

スポーツデポ秋田茨島店 010-0065 秋田県 秋田県秋田市茨島４－３－２０

タケダスポーツ　鹿角店 018-5201 秋田県 秋田県鹿角市花輪字扇の間１１１

タケダスポーツ　秋田店 011-0904 秋田県 秋田県秋田市寺内蛭根１丁目１６－１

タケダスポーツ　大館店　　 017-0887 秋田県 秋田県大館市水門町５－１

タケダスポーツ　大曲店 014-0044 秋田県 秋田県大仙市戸蒔字錨１７－１

タケダスポーツ　湯沢店　 012-0000 秋田県 秋田県湯沢市字上荻生田１６２

タケダスポーツ　能代店 016-0855 秋田県 秋田県能代市字西大瀬３０－３

ネクサスｂｙタケダスポーツ横手店 013-0043 秋田県 秋田県横手市安田字堰添34-1

ネクサスｂｙタケダスポーツ由利本荘店 015-0013 秋田県 秋田県由利本荘市石脇字田尻野１７－２４

東京靴流通センターたかのすイオンタウン店 018-3302 秋田県 秋田県北秋田市栄字中綱３１－１ イオンタウンたかのす　１Ｆ

東京靴流通センター鹿角店 018-5201 秋田県 秋田県鹿角市花輪字扇ノ間１１１ 

東京靴流通センター秋田フォンテ店 010-0001 秋田県 秋田県秋田市中通２－８－１フォンテＡＫＩＴＡ１Ｆ 

東京靴流通センター秋田新国道店 011-0901 秋田県 秋田県秋田市寺内字イサノ８５番地  

山形県
ASBeefam鶴岡エスモール店 997-0031 山形県 山形県鶴岡市錦町2-21鶴岡エスモール 1F

ASBeefam鶴岡南店 997-0862 山形県 山形県鶴岡市ほなみ町9-5 

ASBeeイオンモール三川店 997-1316 山形県 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128イオンモール三川 

ASBeeイオンモール山形南店 990-2453 山形県 山形県山形市若宮3-7-8イオンモール山形南 2F

ASBeeイオンモール天童店 994-0082 山形県 山形県天童市芳賀タウン北4-1-1イオンモール天童店 2F

FeminineCafe天童店 994-0082 山形県 山形県天童市芳賀タウン北4-1-1イオンモール天童店 1F

Genki Kidsイオンモール天童店 994-0082 山形県 山形県山形県天童市芳賀タウン北4-1-1  イオンモール天童　２Ｆ

GreenBox三川店 997-1316 山形県 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1イオン三川店内 

GreenBox山形南店 990-2451 山形県 山形県山形市若宮3-7-8イオン山形南店内 

GreenBox山形北店 990-0810 山形県 山形県山形市馬見ヶ崎2-12-19イオン山形北店内 

GreenBox酒田南店 998-0828 山形県 山形県酒田市あきほ町120-1イオン酒田南店内 

GreenBox新東根店 999-3701 山形県 山形県東根市さくらんぼ駅前3-7-15イオン東根店内 



GreenBox天童店 994-0082 山形県 山形県天童市芳賀タウン北4-1-1イオンスタイル天童店内 

GreenBox米沢店 992-0044 山形県 山形県米沢市春日2-13-4イオン米沢店内 

シュープラザ三川アクロス店 997-1316 山形県 山形県東田川郡三川町猪子字大堰端３５１－１

シュープラザ山形新庄店 996-0001 山形県 山形県新庄市五日町字清水川１２８６－４  

シュープラザ山形嶋店 990-0885 山形県 山形県山形市嶋北２丁目２２番１５号

シュープラザ山形南店 990-2453 山形県 山形県山形市若宮４丁目４番８号 

シュープラザ山形北店 990-0810 山形県 山形県山形市馬見ケ崎１丁目２１ー２０ 

シュープラザ酒田店 998-0852 山形県 山形県酒田市こがね町１－１－７ 

シュープラザ鶴岡ウエストモール店 997-0857 山形県 山形県鶴岡市美咲町３－１５  

シュープラザ天童店 994-0042 山形県 山形県天童市北目３丁目１０番２５号

シュープラザ南陽イオンタウン店 999-2211 山形県 山形県南陽市赤湯３０８１－１ イオンタウン南陽　内

シュープラザ米沢店 992-0047 山形県 山形県米沢市徳町１０５－２  

スーパースポーツゼビオ ル・パークみかわ店 997-1316 山形県 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端291-1

スーパースポーツゼビオ 山形吉原店 990-2453 山形県 山形県山形市若宮4丁目4番17号

スーパースポーツゼビオ 天童店 994-0082 山形県 山形県天童市芳賀ﾀｳﾝ北一丁目8番24号

スーパースポーツゼビオ 米沢店 992-0012 山形県 山形県米沢市金池6丁目7-1

スポーツデポ山形店 990-0810 山形県 山形県山形市馬見ヶ崎４－４－１５

タケダスポーツ　山形清住店 990-0834 山形県 山形県山形市清住町３－９－３０

タケダスポーツ　米沢店 992-0012 山形県 山形県米沢市金池７丁目４－５

ネクサス　イオンタウン酒田店 998-0018 山形県 山形県酒田市泉町２０１

ネクサスｂｙＴａｋｅｄａＳｐｏｒｔｓ新庄 996-0002 山形県 山形県新庄市金沢２１３４－１

㈱ヨシダエスト店 996-0002 山形県 山形県新庄市金沢字沖1068-5

東京靴流通センター寒河江店 991-0047 山形県 山形県寒河江市新山１丁目５９－１ 

東京靴流通センター山形桜田店 990-2323 山形県 山形県山形市桜田東１－１０－１ 

東京靴流通センター山形西バイパス店 990-2481 山形県 山形県山形市あかねが丘３－９－１２

東京靴流通センター酒田イオンタウン店 998-0018 山形県 山形県酒田市泉町２０１番地イオンタウン酒田　内

東京靴流通センター長井店 993-0013 山形県 山形県長井市館町南３９２９  

東京靴流通センター天童店 994-0015 山形県 山形県天童市泉町１丁目１３－７ 

東京靴流通センター東根店 999-3711 山形県 山形県東根市中央４丁目１－２

東京靴流通センター米沢店 992-0012 山形県 山形県米沢市金池６丁目４番５１号  

福島県
ASBeefam郡山松木店 963-8812 福島県 福島県郡山市松木町2-88イオンタウン郡山 1F

ASBeeイオンモールいわき小名浜店 971-8101 福島県 福島県いわき市いわき市小名浜字辰巳町79イオンモールいわき小名浜 4F

GreenBoxＳＵＣ鏡石店 969-0403 福島県 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡375-9イオンスーパーセンター鏡石店内 

GreenBoxＳＵＣ南相馬店 975-0061 福島県 福島県南相馬市原町区大木戸字金場77イオンスーパーセンター南相馬店内 

GreenBoxイオンスタイルいわき小名浜店 971-8101 福島県 福島県いわき市いわき市小名浜字辰巳町79イオンスタイルいわき小名浜店内 

GreenBoxいわき店 970-8026 福島県 福島県いわき市平字三倉68-1イオンいわき店内 

GreenBox郡山フェスタ店 963-0534 福島県 福島県郡山市日和田町字小原1イオン郡山フェスタ店内 

GreenBox相馬店 976-0036 福島県 福島県相馬市馬場野字雨田51イオン相馬店内 

GreenBox白河西郷店 961-0861 福島県 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下11-1イオン白河西郷店内 

GreenBox福島店 960-0112 福島県 福島県福島市南矢野目字西荒田50-17イオン福島店内 

シューズランド 962-0006 福島県 福島県須賀川市山寺道53番地　ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ須賀川西店内

シュープラザいわき鹿島店 971-8146 福島県 福島県いわき市鹿島町御代字柿境６－９

シュープラザザ・モール郡山店 963-8017 福島県 福島県郡山市長者１－１－５６ ザ・モール郡山　２Ｆ

シュープラザ会津若松花春店 965-0804 福島県 福島県会津若松市 花春町２－４７  

シュープラザ郡山コスモス通り店 963-0231 福島県 福島県郡山市谷地本町７９ 

シュープラザ郡山駅東店 963-8801 福島県 福島県郡山市向河原町４番６８号 

シュープラザ郡山日和田オリエントパーク店 963-0534 福島県 福島県郡山市日和田町字前田３８－１

シュープラザ須賀川メガステージ店 962-0837 福島県 福島県須賀川市高久田境８９－１

シュープラザ相馬エイトタウン店 976-0052 福島県 福島県相馬市黒木字源多田７０－１  

シュープラザ南相馬ジャスモール店 975-0061 福島県 福島県南相馬市原町区大木戸字金場７７ ジャスモール内

シュープラザ白河メガステージ店 961-0853 福島県 福島県白河市新高山２６－１  

シュープラザ福島矢野目店 960-0112 福島県 福島県福島市南矢野目字中屋敷５１－２ 

スーパースポーツゼビオ いわき店 971-8133 福島県 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5

スーパースポーツゼビオ メガステージ須賀川店 962-0826 福島県 福島県須賀川市広表19番1

スーパースポーツゼビオ メガステージ白河店 961-0853 福島県 福島県白河市字新高山8

スーパースポーツゼビオ 会津若松町北店 965-0053 福島県 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下158

スーパースポーツゼビオ 郡山西ﾉ内店 963-8022 福島県 福島県郡山市西ﾉ内2-11-35

スーパースポーツゼビオ 福島南ＢＰ店 960-8153 福島県 福島県福島市黒岩字浅井18

スーパースポーツゼビオ 福島矢野目店 960-0112 福島県 福島県福島市南矢野目字桜内39-2

スポーツオーソリティイオンタウン郡山店 963-8812 福島県 福島県郡山市松木町2－88 イオンタウン郡山

スポーツデポ郡山フェスタ店 963-0534 福島県 福島県郡山市日和田町大原３番地

ゼビオスポーツエクスプレス アティ郡山店 963-8002 福島県 福島県郡山市駅前1-16-7 ｱﾃｨ郡山5階

チヨダ会津若松ＭＥＧＡドンキホーテ店 965-0858 福島県 福島県会津若松市 幕内南町９番１０号　　ＭＥＧＡ  ドン・キホーテ会津若松店　１Ｆ  

ﾗ・ﾋﾞｱﾝ　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ郡山店 963-8022 福島県 福島県郡山市西ノ内2-11-40　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ内

東京靴流通センターいわき植田店 974-8261 福島県 福島県いわき市植田町本町３－６－６  

東京靴流通センターいわき湯本店 972-8316 福島県 福島県いわき市常磐西郷町金山４５ 

東京靴流通センターいわき内郷店 973-8402 福島県 福島県いわき市内郷御厩町前田１０５  

東京靴流通センター会津坂下店 969-6549 福島県 福島県河沼郡会津坂下町 字古町川尻３８５－１  

東京靴流通センター会津若松店 965-0832 福島県 福島県会津若松市 天神町２０－５  

東京靴流通センター喜多方店 966-0056 福島県 福島県喜多方市屋敷免３９９０－１ 

東京靴流通センター郡山安積店 963-0107 福島県 福島県郡山市安積３－２５９  

東京靴流通センター郡山新桜通り店 963-8034 福島県 福島県郡山市島２－４４－２４

東京靴流通センター郡山富田店 963-8045 福島県 福島県郡山市新屋敷１丁目１５７番地

東京靴流通センター須賀川店 962-0013 福島県 福島県須賀川市岡東町１５７ 

東京靴流通センター福島御山店 960-8252 福島県 福島県福島市御山字清水尻１９－１  

東京靴流通センター福島瀬上店 960-0101 福島県 福島県福島市瀬上町字町裏１４－２  

東京靴流通センター福島西インター店 960-1101 福島県 福島県福島市大森字北島１－１

東京靴流通センター福島鳥谷野店 960-8152 福島県 福島県福島市鳥谷野字宮畑７６－１  

東京靴流通センター福島八木田店 960-8164 福島県 福島県福島市八木田字中島９－１ 

東京靴流通センター平店 970-8032 福島県 福島県いわき市平下荒川字諏訪下５８－１ 

東京靴流通センター保原店 960-0671 福島県 福島県伊達市保原町東野崎２１－１  

㈲なかもとSC店スプール 963-0534 福島県 福島県郡山市日和田町字小原1　FESTA2F

茨城県
ASBeefamたつのこまち龍ケ崎モール店 301-0854 茨城県 茨城県龍ケ崎市中里2-1-2たつのこまち龍ケ崎モール 

ASBeefam守谷テラス店 302-0104 茨城県 茨城県守谷市久保ケ丘2-1-1守谷テラス

ASBeefam神栖店 314-0146 茨城県 茨城県神栖市平泉8-72ライフガーデン神栖店内 

ASBeefam那珂町店 311-0110 茨城県 茨城県那珂市竹ノ内3-7-5 

ASBeeイオンタウン守谷店 302-0100 茨城県 茨城県守谷市百合ヶ丘3-249-1イオンタウン守谷 2F

ASBeeイオンモールつくば店 305-0071 茨城県 茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば店 3F

ASBeeイオンモール下妻店 304-0033 茨城県 茨城県下妻市堀籠972-1イオンモール下妻 2F

ASBeeイオンモール水戸内原店 319-0317 茨城県 茨城県水戸市内原2-1イオンモール水戸内原 3F

ASBeeイオンモール土浦店 300-0811 茨城県 茨城県土浦市上高津367イオンモール土浦 2F

BARNS　イオンモールつくば店 305-0071 茨城県 茨城県つくば市稲岡６６ー１イオンモールつくば２Ｆ

BARNS イオン土浦店 300-0811 茨城県 茨城県土浦市上高津３６７イオンモール土浦２Ｆ



Genki Kids+つくば店 305-0071 茨城県 茨城県つくば市稲岡66-1  イオンモールつくば　３Ｆ

GreenBoxつくば店 305-0071 茨城県 茨城県つくば市稲岡66-1イオンつくば店 2F

GreenBox下妻店 304-0033 茨城県 茨城県下妻市堀篭972-1イオン下妻店内 

GreenBox笠間店 309-1616 茨城県 茨城県笠間市赤坂8イオン笠間店内 

GreenBox古河店 306-0012 茨城県 茨城県古河市旭町1-2-17イオン古河店内 

GreenBox高萩店 318-0021 茨城県 茨城県高萩市安良川231イオン高萩店内 

GreenBox鹿嶋店 314-0031 茨城県 茨城県鹿嶋市宮中290-1イオン鹿嶋店内 

GreenBox常陸大宮店 319-2131 茨城県 茨城県常陸大宮市下村田2387イオン常陸大宮店内 

GreenBox水戸内原店 319-0317 茨城県 茨城県水戸市内原2-1イオンスタイル水戸内原店内 

GreenBox土浦店 300-0811 茨城県 茨城県土浦市上高津367イオン土浦店内 

GreenBox東海店 319-1118 茨城県 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東4-1-1イオン東海店内 

GreenBox那珂町店 311-0101 茨城県 茨城県那珂市竹ノ内3-6-5イオン那珂町店内 

アルペンアクロスプラザ神栖店 314-0141 茨城県 茨城県神栖市居切１４５６-５１

クローバーリーフつくばイオンモール店 305-0071 茨城県 茨城県つくば市稲岡６６－１  イオンモールつくば　１Ｆ  

クローバーリーフひたちなかニューポート店 312-0005 茨城県 茨城県ひたちなか市新光町３５ ニューポートひたちなか　１Ｆ 

クローバーリーフ土浦イオンモール店 300-0811 茨城県 茨城県土浦市上高津３６７  イオンモール土浦　２Ｆ 

シューズショップワールド田彦店 312-0063 茨城県 茨城県ひたちなか市田彦９９９－１３

シュープラザ　ニューポートひたちなか店 312-0005 茨城県 茨城県ひたちなか市新光町３５番地ニューポートひたちなか　２Ｆ 

シュープラザ下館店 308-0826 茨城県 茨城県筑西市下岡崎２丁目３１番地２

シュープラザ古河店 306-0012 茨城県 茨城県古河市旭町２丁目１－６８ 

シュープラザ取手店 302-0005 茨城県 茨城県取手市東６丁目７６－２８ 

シュープラザ守谷店 302-0115 茨城県 茨城県守谷市中央１丁目１９－２ 

シュープラザ水戸ヨークタウン店 310-0836 茨城県 茨城県水戸市元吉田町字岡崎１０３０番１２ ヨークタウン水戸　１Ｆ 

シュープラザ水戸姫子店 311-4151 茨城県 茨城県水戸市姫子２丁目６７８番地２

シュープラザ石岡店 315-0024 茨城県 茨城県石岡市八軒台３２１４－１ 

シュープラザ日立店 316-0012 茨城県 茨城県日立市大久保町１丁目８番２５号 

シュープラザ日立田尻店 319-1416 茨城県 茨城県日立市田尻町５－１３－２  田尻ショッピングセンター内

シュープラザ竜ヶ崎店 301-0001 茨城県 茨城県龍ケ崎市久保台１－７－３

シューマートつくば研究学園店 305-0816 茨城県 茨城県つくば市学園の森2-1

スーパースポーツゼビオ イーアスつくば店 305-0817 茨城県 茨城県つくば市研究学園5丁目19番地

スーパースポーツゼビオ ドームつくば学園東大通り店 300-0843 茨城県 茨城県土浦市中村南6丁目12-18

スーパースポーツゼビオ 水戸店 310-0852 茨城県 茨城県水戸市笠原町188-1

スーパースポーツゼビオ 日立城南店 317-0077 茨城県 茨城県日立市城南町3丁目4-3

スポーツオーソリティつくば店 305-0071 茨城県 茨城県つくば市稲岡66－1 イオンモールつくば 2Ｆ

スポーツオーソリティ下妻店 304-0033 茨城県 茨城県下妻市堀籠972－1 イオンモール下妻 1階

スポーツオーソリティ新ひたちなか店 312-0005 茨城県 茨城県ひたちなか市新光町35番地 ニューポートひたちなかファッションクルーズ

スポーツオーソリティ水戸内原店 319-0317 茨城県 茨城県水戸市内原2丁目1番地 イオンモール水戸内原

スポーツオーソリティ土浦店 300-0811 茨城県 茨城県土浦市上高津367番 イオンモール土浦 2Ｆ

スポーツデポイオンタウン守谷店 302-0110 茨城県 茨城県守谷市百合丘３丁目２４９－1

スポーツデポイオンタウン水戸南店 311-3116 茨城県 茨城県東茨城郡茨城町長岡３４８０－１０１

スポーツデポひたちなか店 312-0005 茨城県 茨城県ひたちなか市新光町２７番１

スポーツデポひたち野うしく店 300-1207 茨城県 茨城県牛久市ひたち野東１丁目２５-１

フィットハウス ｲｰｱｽつくば店 305-0817 茨城県 茨城県つくば市研究学園５ー１９イーアスつくば内１Ｆ

東京靴流通センターつくば西大通り店 305-0051 茨城県 茨城県つくば市二の宮１－１１－６ 

東京靴流通センターひたちなか昭和通店 312-0018 茨城県 茨城県ひたちなか市笹野町２丁目１１－８，９ 

東京靴流通センター茨城町店 311-3115 茨城県 茨城県東茨城郡茨城町大字前田字巾木免１６８０－１５ 

東京靴流通センター牛久中央店 300-1234 茨城県 茨城県牛久市中央１－６－２  

東京靴流通センター結城ヨークタウン店 307-0001 茨城県 茨城県結城市結城字根本原１１８３９－１ヨークタウン結城　内

東京靴流通センター常陸多賀店 316-0015 茨城県 茨城県日立市金沢町１－７－３７ 

東京靴流通センター常陸太田店 313-0016 茨城県 茨城県常陸太田市 金井町字江向２９１８番地 

東京靴流通センター常陸大宮店 319-2135 茨城県 茨城県常陸大宮市 石沢字梶内１８６４－５

東京靴流通センター水戸笠原店 310-0852 茨城県 茨城県水戸市笠原町５６３－３

東京靴流通センター土浦店 300-0051 茨城県 茨城県土浦市真鍋１－１４－１５ 

東京靴流通センター那珂店 311-0110 茨城県 茨城県那珂市竹ノ内１－２６－８ 

東京靴流通センター日立カインズ店 319-1231 茨城県 茨城県日立市留町字前川１２７０－２ カインズホーム日立　内 

東京靴流通センター日立日高店 319-1414 茨城県 茨城県日立市日高町４－７－１５ 

東京靴流通センター北茨城店 319-1541 茨城県 茨城県北茨城市磯原町磯原２丁目１００番地  

東京靴流通センター友部スクエア店 309-1716 茨城県 茨城県笠間市住吉１３６４－１ 友部スクエア内

栃木県
ASBeefamさくら店 329-1312 栃木県 栃木県さくら市櫻野1551ザ・ビックエクストラさくら店内 

ASBeefam真岡店 321-4306 栃木県 栃木県真岡市台町字丸山2668ザ・ビッグエクストラ真岡店内 

ASBeefam石橋店 329-0502 栃木県 栃木県下野市下古山字北原3362-1ヨークタウン石橋 1F

ASBeefam那須塩原店 329-3154 栃木県 栃木県那須塩原市島方455ザ・ビックエクストラ那須塩原店内 

ASBeeKIDS東武宇都宮店 320-0808 栃木県 栃木県宇都宮市宮園町5-4東武宇都宮百貨店 5F

ASBeeWalk東武大田原店 324-0047 栃木県 栃木県大田原市美原1-3537（株）東武宇都宮百貨店大田原店 2F

ASBeeイオンモール佐野新都市店 327-0821 栃木県 栃木県佐野市高萩町1324-1イオンモール佐野新都市 1F

ASBeeイオンモール小山店 323-0806 栃木県 栃木県小山市中久喜1467-1イオンモール小山 2F

GreenBox今市店 321-2414 栃木県 栃木県日光市豊田79-1イオン今市店内 

GreenBox佐野新都市店 327-0821 栃木県 栃木県佐野市高萩町1324-1イオンスタイル佐野新都市店内 

GreenBox小山店 323-0806 栃木県 栃木県小山市中久喜1467-1イオン小山店内 

GreenBox栃木店 328-8501 栃木県 栃木県栃木市箱森町37-9イオン栃木店内 

アルペン西那須野店 329-2705 栃木県 栃木県那須塩原市南郷屋２丁目１４６－３０

シュープラザおやまゆうえん店 323-0014 栃木県 栃木県小山市喜沢１４７５番地 おやまゆうえんＨＷ　内 

シュープラザ宇都宮インターパーク店 321-0118 栃木県 栃木県宇都宮市インターパーク４丁目１番地２号  カトレア・ガーデン宇都宮南内 

シュープラザ宇都宮下川俣店 321-0972 栃木県 栃木県宇都宮市下川俣町２０６－１６  

シュープラザ宇都宮簗瀬店 321-0933 栃木県 栃木県宇都宮市簗瀬町２５１６－８ 

シュープラザ今市店 321-2405 栃木県 栃木県日光市大字芹沼字鳥屋場１４５０－１

シュープラザ鹿沼店 322-0029 栃木県 栃木県鹿沼市西茂呂１丁目１７－１  

シュープラザ小山店 323-0820 栃木県 栃木県小山市西城南５－２－２５ 

シュープラザ真岡店 321-4335 栃木県 栃木県真岡市下高間木２丁目９番地１

シューマート足利店 326-0822 栃木県 栃木県足利市田中町95-1

スーパースポーツゼビオ 宇都宮細谷店 320-0074 栃木県 栃木県宇都宮市細谷町694-1

スーパースポーツゼビオ 宇都宮石井店 321-0904 栃木県 栃木県宇都宮市陽東8-22-1

スーパースポーツゼビオ 小山店 323-0822 栃木県 栃木県小山市駅南町2-30-20

スーパースポーツゼビオ 足利店 326-0831 栃木県 栃木県足利市堀込町2485-2

スポーツオーソリティ佐野新都市店 327-0821 栃木県 栃木県佐野市高萩町1324－1 イオンモール佐野新都市1Ｆ

スポーツデポﾊｰｳﾞｪｽﾄｳｫｰｸ小山店 323-0014 栃木県 栃木県小山市喜沢1475　ハーヴェストウォーク内

スポーツデポベルモール宇都宮店 321-8555 栃木県 栃木県宇都宮市陽東６－２－１

スポーツデポ栃木店 328-0075 栃木県 栃木県栃木市箱森町42番28号

ゼビオスポーツエクスプレス トナリエ宇都宮店 321-0964 栃木県 栃木県宇都宮市駅前通り1丁目4番6号

ワシントン靴店ルプティボアFKD宇都宮 321-0962 栃木県 栃木県宇都宮市今泉町２３７福田屋百貨店　２Ｆ

株式会社福田屋百貨店宇都宮インターパーク店 321-0118 栃木県 栃木県宇都宮市インターパーク６－１－１

株式会社福田屋百貨店宇都宮店 321-0962 栃木県 栃木県宇都宮市今泉　２３７

株式会社福田屋百貨店鹿沼店 322-0039 栃木県 栃木県鹿沼市東末広町１０７３

東京靴流通センター宇都宮越戸店 321-0951 栃木県 栃木県宇都宮市越戸３－１２－２５  ショッピングプラザＣＯＣＯ　内  

東京靴流通センター高根沢店 329-1231 栃木県 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台３－１－１



東京靴流通センター黒磯店 325-0046 栃木県 栃木県那須塩原市 大黒町６３－２  

東京靴流通センター佐野店 327-0844 栃木県 栃木県佐野市富岡町下谷３５８－１  

東京靴流通センター小山城東店 323-0807 栃木県 栃木県小山市城東２－３５－５

東京靴流通センター壬生店 321-0202 栃木県 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち１丁目２－１９

東京靴流通センター西那須野アクロス店 329-2735 栃木県 栃木県那須塩原市 太夫塚６－２３２－６アクロスプラザ西那須野　１Ｆ 

東京靴流通センター足利堀込ビバモー店 326-0831 栃木県 栃木県足利市堀込町字宮前２５０－１

東京靴流通センター大田原店 324-0043 栃木県 栃木県大田原市浅香３丁目３５７８－７８５  

東京靴流通センター栃木店 328-0053 栃木県 栃木県栃木市片柳５－６０１－４ 

群馬県
ASBeefam新田店 370-0314 群馬県 群馬県太田市新田市野井町592-13新田ショッピングセンターニコモール 1F

ASBeeKIDS高崎店 370-3521 群馬県 群馬県高崎市棟高町1400イオンモール高崎 3F

ASBeeイオンモール高崎店 370-3521 群馬県 群馬県高崎市棟高町1400イオンモール高崎 3F

ASBeeイオンモール太田店 373-0808 群馬県 群馬県太田市石原町81イオンモール太田サウスモール 1F

Genki Kids+伊勢崎店 379-2224 群馬県 群馬県伊勢崎市西小保方町368  スマーク伊勢崎　3F

Genki Kidsけやきｳｫｰｸ前橋店 371-0801 群馬県 群馬県前橋市文京町2-1-1  けやきウォーク前橋　２Ｆ

GreenBox高崎店 370-3521 群馬県 群馬県高崎市棟高町1400イオンスタイル高崎店内 

GreenBox太田店 373-0808 群馬県 群馬県太田市石原町81イオン太田店内 

クローバーリーフ伊勢崎スマーク店 379-2224 群馬県 群馬県伊勢崎市西小保方町３６８ スマーク伊勢崎　１Ｆ

クローバーリーフ高崎イオンモール店 370-3521 群馬県 群馬県高崎市棟高町１４００イオンモール高崎　２Ｆ 

クローバーリーフ太田イオンモール店 373-0808 群馬県 群馬県太田市石原町８１ イオンモール太田　１Ｆ 

シュープラザ館林アゼリアモール店 374-0004 群馬県 群馬県館林市楠町３６４８番地１  アゼリアモール１Ｆ  

シュープラザ桐生店 376-0011 群馬県 群馬県桐生市相生町１丁目２９６－９

シュープラザ高崎上大類店 370-0031 群馬県 群馬県高崎市上大類町８３７－１ 

シュープラザ渋川店 377-0005 群馬県 群馬県渋川市有馬１９０

シュープラザ前橋店 371-0047 群馬県 群馬県前橋市関根町１丁目１５番地５

シュープラザ太田店 373-0823 群馬県 群馬県太田市西矢島町６０２番１ 

シューマート伊勢崎宮子店 372-0801 群馬県 群馬県伊勢崎市宮子町3408

シューマート高崎上中居店 370-0851 群馬県 群馬県高崎市上中居町178-1

シューマート高崎飯塚店 370-0069 群馬県 群馬県高崎市飯塚町422-1

シューマート渋川店 377-0005 群馬県 群馬県渋川市有馬字中井225-2

シューマート前橋吉岡店 370-3602 群馬県 群馬県北群馬郡吉岡町大久保857

シューマート前橋上泉店 371-0007 群馬県 群馬県前橋市上泉町682-4

スーパースポーツゼビオ スマーク伊勢崎店 379-2224 群馬県 群馬県伊勢崎市西小保方町368 ｽﾏｰｸ2F

スポーツオーソリティ高崎店 370-3521 群馬県 群馬県高崎市棟高町1400番地 イオンモール高崎 3Ｆ

スポーツオーソリティ太田店 373-0808 群馬県 群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田

スポーツデポガーデン前橋店 379-2121 群馬県 群馬県前橋市小屋原町472-1

スポーツデポパワーモールおおた店 373-0817 群馬県 群馬県太田市飯塚町６３９－１

スポーツデポ高崎店 370-0069 群馬県 群馬県高崎市飯塚町字大道東１００５－１

スポーツデポ前橋吉岡店 370-3602 群馬県 群馬県北群馬郡吉岡町大久保７６８

ゼビオスポーツエクスプレス 伊勢崎店 372-0801 群馬県 群馬県伊勢崎市宮子町2806

チヨダ桐生ヤオコー店 376-0011 群馬県 群馬県桐生市相生町１－１２４－１マーケットシティ桐生　１Ｆ

ヒマラヤマーケットシティ桐生店 376-0011 群馬県 群馬県桐生市相生町一丁目１２４番１

ヒマラヤ高崎店 370-0073 群馬県 群馬県高崎市緑町１－２９－４

ワシントン靴店コシュエコシュスマーク伊勢崎 379-2224 群馬県 群馬県伊勢崎市西小保方町３６８スマーク伊勢崎店　１Ｆ

東京靴流通センター伊勢崎連取店 372-0812 群馬県 群馬県伊勢崎市連取町１３４６－１ 

東京靴流通センター沼田店 378-0053 群馬県 群馬県沼田市東原新町１４５１－８ビバタウンライトモ－ル内  

東京靴流通センター千代田ジョイフル本田店 370-0722 群馬県 群馬県邑楽郡千代田町萱野８１３－１ジョイフル本田千代田店　２Ｆ 

東京靴流通センター藤岡店 375-0015 群馬県 群馬県藤岡市中栗須字藤岡境１３０－２ 

東京靴流通センター富岡店 370-2316 群馬県 群馬県富岡市富岡２３６４－１

埼玉県
Angelique　イオンレイクタウン店 343-0828 埼玉県 埼玉県越谷市レイクタウン３ー１ー１イオンレイクタウン　ｍｏｒｉ　１Ｆ

ASBee OUTLETレイクタウンアウトレット店 343-0826 埼玉県 埼玉県越谷市レイクタウン4-1-1LakeTownOUTLET 2F

ASBeefam狭山店 350-1333 埼玉県 埼玉県狭山市上奥富1126-1イオン狭山 1F

ASBeefam鴻巣店 365-0038 埼玉県 埼玉県鴻巣市本町1-1-2エルミこうのすショッピングモール 3F

ASBeefam三郷店 341-0018 埼玉県 埼玉県三郷市早稲田1-18-4 

ASBeefam大利根店 349-1134 埼玉県 埼玉県加須市北下新井104-2ピアシティ大利根 

ASBeefam東浦和店 336-0921 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区東浦和2-51-26サミットストアコルモピア東浦和店 2F

ASBeefam北越谷店 343-0022 埼玉県 埼玉県越谷市東大沢5-15-2 

ASBeeKIDSイオンモール川口前川店 333-0842 埼玉県 埼玉県川口市前川1-1-11イオンモール川口前川 3F

ASBeeKIDSレイクタウンmori店 343-0826 埼玉県 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1イオンレイクタウンMORI 3F

ASBeeKIDS浦和美園 336-0967 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1イオンモール浦和美園 3F

ASBeeイオンタウン上里店 369-0301 埼玉県 埼玉県児玉郡上里町大字金久保字蓮山359-1イオンタウン上里 1F

ASBeeイオンモール羽生店 348-0039 埼玉県 埼玉県羽生市川崎2-281-3イオンモール羽生 3F

ASBeeイオンモール浦和美園店 336-0967 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1イオンモール浦和美園 3F

ASBeeイオンモール春日部店 344-0122 埼玉県 埼玉県春日部市下柳420-1イオンモール春日部 3F

ASBeeイオンモール川口前川店 333-0842 埼玉県 埼玉県川口市前川1-1-11イオンモール川口前川 3F

ASBeeイオンモール川口店 333-0834 埼玉県 埼玉県川口市安行領根岸3180イオンモール川口

ASBeeイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県 埼玉県戸田市美女木東1-3-1イオンモール北戸田 3F

ASBeeイオンモール与野店 338-0004 埼玉県 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9イオンモール与野 2F

ASBeeイオンレイクタウン店 343-0826 埼玉県 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1イオンレイクタウンMORI 2F

ASBeeイオン入間店 358-0013 埼玉県 埼玉県入間市上藤沢462-1イオン入間ショッピングセンター 2F

ASBee川越店 350-0043 埼玉県 埼玉県川越市新富町2-11-8 

ATHREAM上尾店 362-0034 埼玉県 埼玉県上尾市愛宕3-8-1イオンモール上尾店

BARNS イオンモール羽生店 348-0039 埼玉県 埼玉県羽生市川崎２ー２８１ー３イオンモール羽生　２Ｆ

BARNS ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲店 346-0106 埼玉県 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲３５５５モラージュ菖蒲３Ｆ３６４０区画

BARNS　浦和美園店 336-0963 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区大門３７１０イオンモール浦和美園ＳＣ　２Ｆ

FeminineCafeイオンレイクタウン店 343-0826 埼玉県 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2イオンレイクタウンKAZE 3F

FeminineCafe春日部店 344-0122 埼玉県 埼玉県春日部市下柳420-1イオンモール春日部 2F

Genki Kids+春日部店 344-0122 埼玉県 埼玉県春日部市下柳420-1  イオンモール春日部　３Ｆ

Genki Kids+ステラタウン大宮店 331-0812 埼玉県 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1 ステラタウン　３Ｆ

Genki Kids+ららぽーと富士見店 354-0022 埼玉県 埼玉県富士見市山室1-1313  ららぽーと富士見　１Ｆ

Genki Kidsコクーンシティ店 330-9559 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーンシティ　コクーン２　３Ｆ

Genki Kidsピオニウォーク東松山店 355-8606 埼玉県 埼玉県東松山市あずま町4-3  ピオニウォーク東松山　２Ｆ

Genki Kidsららぽーと新三郷店 341-8550 埼玉県 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1 ららぽーと新三郷　２Ｆ

GreenBoxイオンタウンふじみ野店 356-0011 埼玉県 埼玉県ふじみ野市福岡2-1-6イオンタウンふじみ野店

GreenBoxレイクタウン店 343-0826 埼玉県 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1イオンスタイルレイクタウン店内 

GreenBox羽生店 348-0039 埼玉県 埼玉県羽生市川崎2-281-3イオン羽生店内 

GreenBox浦和美園店 336-0967 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1イオン浦和店美園店内 

GreenBox熊谷店 360-0815 埼玉県 埼玉県熊谷市本石2-135イオン熊谷店内 

GreenBox春日部店 344-0122 埼玉県 埼玉県春日部市下柳420-1イオン春日部 2F・3F

GreenBox新座店 352-0001 埼玉県 埼玉県新座市東北2-32-12イオン新座店内 

GreenBox川口前川店 333-0842 埼玉県 埼玉県川口市前川1-1-11イオン川口前川店内 

GreenBox川口店 333-0834 埼玉県 埼玉県川口市安行領根岸3180イオン川口店

GreenBox大井店 356-0053 埼玉県 埼玉県ふじみ野市ふじみ野1-2-1イオン大井店内 

GreenBox大宮西店 331-0052 埼玉県 埼玉県さいたま市西区三橋6-607-13イオン大宮西店内 



GreenBox大宮店 331-0051 埼玉県 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-574-1イオン大宮店内 

GreenBox入間店 358-0013 埼玉県 埼玉県入間市上藤沢462-1イオンスタイル入間店内 

GreenBox北浦和店 330-0061 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-20-29イオン北浦和店内 

GreenBox北戸田店 335-0032 埼玉県 埼玉県戸田市美女木東1-3-1イオンスタイル北戸田店内 

GreenBox与野店 338-0004 埼玉県 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9イオン与野店内 

heal me上尾店 362-0034 埼玉県 埼玉県上尾市愛宕3-8-1イオンモール上尾店

Parade吹上 369-0131 埼玉県 埼玉県鴻巣市袋90-1 FUJI MALL 吹上 ２Ｆ

Pentusclub川口前川店 333-0842 埼玉県 埼玉県川口市前川1-1-11イオンモール川口前川 3F

アルペンデオシティ新座店 352-0005 埼玉県 埼玉県新座市中野２－１－３８　ＯＳＣデオシティ新座ＭＩＸＭＩＸ２階

アルペンﾐｴﾙかわぐち店 332-0012 埼玉県 埼玉県川口市本町２－７－２５　ミエルかわぐち２F

アルペン岩槻店 339-0042 埼玉県 埼玉県さいたま市岩槻区府内2丁目1番16号

ヴィクトリア スポーツモール越谷イオンレイクタウン店 343-8558 埼玉県 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2番地2ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE棟A-115 1F

ヴィクトリア 所沢店 359-0026 埼玉県 埼玉県所沢市牛沼322-4

クローバーリーフ東松山ピオニウォ店 355-8606 埼玉県 埼玉県東松山市あずま町４－３ピオニウォーク東松山　２Ｆ

コシュエコシュ新越谷ヴァリエ店 343-0845 埼玉県 埼玉県越谷市南越谷１丁目１１－４新越谷ＶＡＲＩＥ　３Ｆ 

シュープラザマーレ武蔵浦和店 336-0022 埼玉県 埼玉県さいたま市南区白幡５－１９－１９  マーレＡ館　２Ｆ 

シュープラザミエルかわぐち店 332-0012 埼玉県 埼玉県川口市本町２－７－２５ ミエルかわぐち店　２Ｆ 

シュープラザ加須ビバモール店 347-0033 埼玉県 埼玉県加須市下高柳１丁目２９番地ビバモール１番街 

シュープラザ熊谷店 360-0015 埼玉県 埼玉県熊谷市肥塚１丁目７番５２号  

シュープラザ幸手ジョイフル本田店 340-0155 埼玉県 埼玉県幸手市上高野１２５８－１  ジョイフル本田幸手　２Ｆ  

シュープラザ坂戸店 350-0229 埼玉県 埼玉県坂戸市薬師町２０－２  

シュープラザ志木店 353-0007 埼玉県 埼玉県志木市柏町５丁目１２番１８号

シュープラザ春日部ユリノキ通店 344-0065 埼玉県 埼玉県春日部市谷原３－１７－１

シュープラザ所沢北原ザ・マーケットプレイス店 359-0004 埼玉県 埼玉県所沢市北原町１４０４ザ・マーケットプレイス所沢北原  

シュープラザ上尾ショーサンプラザ店 362-0042 埼玉県 埼玉県上尾市谷津２－１－１ショーサンプラザ　３Ｆ 

シュープラザ新座ヤオコー店 352-0011 埼玉県 埼玉県新座市野火止７丁目８－２１ヤオコー新座　１Ｆ  

シュープラザ深谷店 366-0801 埼玉県 埼玉県深谷市上野台２８６８－１ 

シュープラザ川越南古谷ウニク店 350-0026 埼玉県 埼玉県川越市泉町３－１ ウニクス南古谷

シュープラザ草加店 340-0011 埼玉県 埼玉県草加市栄町１丁目６－１６ 

シュープラザ大井町ビバモール店 356-0044 埼玉県 埼玉県ふじみ野市 西鶴ヶ丘１丁目３番地１５  埼玉大井ビバモールプラザ棟２Ｆ  

シュープラザ秩父ウニクス店 368-0031 埼玉県 埼玉県秩父市上野町８０５－１４  ウニクス秩父　１Ｆ  

シュープラザ朝霞カインズ店 351-0005 埼玉県 埼玉県朝霞市根岸台３丁目２０番１号 くみまちＭＡＬＬあさか　２Ｆ 

シュープラザ東岩槻店 339-0051 埼玉県 埼玉県さいたま市岩槻区 南平野３丁目２５－２  

シュープラザ東松山ライフガーデン店 355-0048 埼玉県 埼玉県東松山市あずま町４丁目８番３号 ライフガーデン東松山　内  

シュープラザ南越谷イオン店 343-0845 埼玉県 埼玉県越谷市南越谷１－２８７６－１ イオン南越谷店　２Ｆ

シュープラザ八潮店 340-0808 埼玉県 埼玉県八潮市緑町４丁目１２番１号  

シュープラザ本庄ビバモール店 367-0053 埼玉県 埼玉県本庄市中央２－４－６０ ビバモール本庄　２Ｆ

シュープラザ嵐山ヤオコー店 355-0215 埼玉県 埼玉県比企郡嵐山町  平沢土地区画整理地内３１街区１０　ヤオコー嵐山ＢＰ  

スーパースポーツゼビオ アリオ上尾店 362-0046 埼玉県 埼玉県上尾市大字1丁目字上原351

スーパースポーツゼビオ アリオ鷲宮店 340-0212 埼玉県 埼玉県久喜市久本寺字谷田7-1 ｱﾘｵ鷲宮 2F

スーパースポーツゼビオ イオンモール川口 333-0834 埼玉県 埼玉県川口市安行領根岸3180

スーパースポーツゼビオ さいたま新都心コクーンシティ店 330-0843 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-6

スーパースポーツゼビオ ピオニウォーク東松山店 355-0048 埼玉県 埼玉県東松山市あずま町4丁目3番地

スーパースポーツゼビオ ビバモールさいたま新都心店 330-0071 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号

スーパースポーツゼビオ ららぽーと新三郷店 341-8550 埼玉県 埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3-1-1ANNEX棟40001 3F

スーパースポーツゼビオ 埼玉ららぽーと富士見店 354-8560 埼玉県 埼玉県富士見市山室1-1313 3階35100

スポーツオーソリティ羽生店 348-0039 埼玉県 埼玉県羽生市川崎2－281－3 2Ｆ イオンモール羽生

スポーツオーソリティ浦和美園店 336-8760 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区美園五丁目50番地1 イオンモール浦和美園 2階

スポーツオーソリティ越谷ﾚｲｸタウン店 343-0828 埼玉県 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1－1    ←Ｈ26．11．15より住所変更 イオンレイクタウン ＭＯＲＩ 2Ｆ

スポーツオーソリティ熊谷店 360-0804 埼玉県 埼玉県熊谷市大字代1067 ビッグベアーＳＣ

スポーツオーソリティ春日部店 344-0122 埼玉県 埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部1階

スポーツオーソリティ上尾店 362-0034 埼玉県 埼玉県上尾市愛宕3丁目8番1号 イオンモール上尾2階

スポーツオーソリティ川口前川店 333-0842 埼玉県 埼玉県川口市前川1－1－11－218 イオンモール川口前川

スポーツオーソリティ北戸田店 335-0032 埼玉県 埼玉県戸田市美女木東1－3－1 イオンモール北戸田

スポーツオーソリティ与野店 338-0004 埼玉県 埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目2番9号 イオンモール与野

スポーツデポ北本店 364-0001 埼玉県 埼玉県北本市深井６丁目８７番地

チヨダまるひろ南浦和店 336-0018 埼玉県 埼玉県さいたま市南区南本町１丁目７－４  丸広百貨店　３Ｆ 

ヒマラヤウニクス上里店 369-0306 埼玉県 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２２７２－１　ウニクス上里内

ヒマラヤ新座店 352-0011 埼玉県 埼玉県新座市野火止７－４－１２

ヒマラヤモラージュ菖蒲店 346-0195 埼玉県 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５番地1　モラージュ菖蒲２階

ワシントン靴店SUNNYROOMさいたま新都心 330-9559 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１コクーンシティ コクーン２　２Ｆ

ワシントン靴店クロシードビバモール新都心 330-0071 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１３－１ビバモール新都心店　３F

ワシントン靴店テイクワン新所沢 359-1118 埼玉県 埼玉県所沢市けやき台１－５４－３

東京靴流通センターうれし野店 356-0056 埼玉県 埼玉県ふじみ野市 うれし野２丁目１６番１号  ＬＣモールうれし野　１Ｆ  

東京靴流通センターせんげん台店 343-0042 埼玉県 埼玉県越谷市千間台東２－６－８ 

東京靴流通センターふじみ野イオンタウン店 356-0011 埼玉県 埼玉県ふじみ野市 福岡２丁目１番６号  イオンタウンふじみ野

東京靴流通センター伊奈ウニクス店 362-0813 埼玉県 埼玉県北足立郡伊奈町学園２丁目１８８－１ウニクス伊奈　１Ｆ  

東京靴流通センター浦和店 338-0822 埼玉県 埼玉県さいたま市桜区中島４－７－３８

東京靴流通センター越谷店 343-0805 埼玉県 埼玉県越谷市神明町１－２２６

東京靴流通センター桶川店 363-0011 埼玉県 埼玉県桶川市北２丁目３－３  

東京靴流通センター滑川ベイシアモール店 355-0811 埼玉県 埼玉県比企郡滑川町  大字羽尾２８００－４ベイシアモール滑川　内 

東京靴流通センター吉川店 342-0055 埼玉県 埼玉県吉川市吉川１丁目２９－１ 

東京靴流通センター戸田店 335-0016 埼玉県 埼玉県戸田市下前１－８－２７

東京靴流通センター幸手店 340-0115 埼玉県 埼玉県幸手市中２－１１－２３

東京靴流通センター行田店 361-0074 埼玉県 埼玉県行田市旭町１２－１９  

東京靴流通センター鴻巣店 365-0036 埼玉県 埼玉県鴻巣市天神１－７－１９

東京靴流通センター三郷戸ヶ崎店 341-0044 埼玉県 埼玉県三郷市戸ヶ崎２－１４４

東京靴流通センター春日部店 344-0007 埼玉県 埼玉県春日部市大字小淵字中島１４１６－１  

東京靴流通センター所沢西狭山ヶ店 359-1164 埼玉県 埼玉県所沢市三ケ島４丁目２４１３－１ 

東京靴流通センター上尾店 362-0067 埼玉県 埼玉県上尾市中分１丁目２６－９ 

東京靴流通センター深谷店 366-0051 埼玉県 埼玉県深谷市上柴町東３－１－１６  

東京靴流通センター吹上店 369-0111 埼玉県 埼玉県鴻巣市新宿２－２７ 

東京靴流通センター杉戸店 345-0025 埼玉県 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１－２－８  

東京靴流通センター川越クレアモール店 350-0043 埼玉県 埼玉県川越市新富町１－１９－４  本川越ＡＳビル　１Ｆ

東京靴流通センター川越今成店 350-1105 埼玉県 埼玉県川越市今成４丁目１２番地１１

東京靴流通センター川越新河岸店 350-1133 埼玉県 埼玉県川越市大字砂６９－１  

東京靴流通センター川越的場店 350-1101 埼玉県 埼玉県川越市的場２－４－３  

東京靴流通センター川口伊刈店 333-0865 埼玉県 埼玉県川口市大字伊刈字屋原中４７－１ 

東京靴流通センター川口駅前店 332-0017 埼玉県 埼玉県川口市栄町３－１０－４

東京靴流通センター草加店 340-0035 埼玉県 埼玉県草加市西町６３０－１  

東京靴流通センター大宮イオン店 331-0825 埼玉県 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１イオン大宮２Ｆ

東京靴流通センター大宮三橋店 331-0052 埼玉県 埼玉県さいたま市西区三橋５－６４３－１ 

東京靴流通センター秩父店 369-1871 埼玉県 埼玉県秩父市下影森８８６－１

東京靴流通センター朝霞台店 351-0034 埼玉県 埼玉県朝霞市西原２丁目１２番８号  

東京靴流通センター鶴ヶ島店 350-2211 埼玉県 埼玉県鶴ヶ島市脚折町５－１６－３１  

東京靴流通センター東浦和店 336-0932 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区大字中尾１５６９－１  



東京靴流通センター東越谷店 343-0023 埼玉県 埼玉県越谷市東越谷４－２－４

東京靴流通センター東松山４０７店 355-0024 埼玉県 埼玉県東松山市六軒町２１－１３

東京靴流通センター東松山西友店 355-0013 埼玉県 埼玉県東松山市小松原町１１－２ 西友東松山店　１Ｆ  

東京靴流通センター東川口店 333-0811 埼玉県 埼玉県川口市戸塚２－２８－１８ 

東京靴流通センター東大宮パトリア店 337-0002 埼玉県 埼玉県さいたま市見沼区 春野２－８ パトリア東大宮　２Ｆ

東京靴流通センター東大宮店 337-0051 埼玉県 埼玉県さいたま市見沼区 東大宮１－８６－１８  

東京靴流通センター南越谷店 343-0845 埼玉県 埼玉県越谷市南越谷１－１２－１０イーストサンビル 

東京靴流通センター入間ヨークマート店 358-0011 埼玉県 埼玉県入間市下藤沢１３１７番地１ヨークマート入間　１Ｆ 

東京靴流通センター鳩ヶ谷店 334-0013 埼玉県 埼玉県川口市南鳩ヶ谷５丁目３４－１

東京靴流通センター飯能店 357-0024 埼玉県 埼玉県飯能市緑町３－５

東京靴流通センター富士見店 354-0017 埼玉県 埼玉県富士見市針ケ谷４７５ 

東京靴流通センター武蔵藤沢店 358-0012 埼玉県 埼玉県入間市東藤沢３丁目４番２号グリーンガーデン武蔵藤沢　内 

東京靴流通センター本庄店 367-0043 埼玉県 埼玉県本庄市緑２丁目２－６  

東京靴流通センター蓮田店 349-0121 埼玉県 埼玉県蓮田市関山１－３１２６－１  

東京靴流通センター蕨駅東口店 335-0002 埼玉県 埼玉県蕨市 塚越１－７－６斉藤ビル　１Ｆ

東京靴流通センター獨協大学前駅店 340-0011 埼玉県 埼玉県草加市栄町３－５－１８ 東武松原ビル  

千葉県
ASBeefamあすみが丘店 267-0066 千葉県 千葉県千葉市緑区あすみが丘7-1あすみが丘ブランニューモール 2F

ASBeefamおゆみ野店 266-0033 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1イオンタウンおゆみ野 2F

ASBeefam君津店 299-1162 千葉県 千葉県君津市南子安6-7 

ASBeefam市川店 272-0034 千葉県 千葉県市川市市川1-4-10ダイエー市川店 5F

ASBeefam七光台店 278-0051 千葉県 千葉県野田市七光台4-2イオンタウン野田七光台内 

ASBeefam松戸西口店 271-0077 千葉県 千葉県松戸市根本4-2ダイエー松戸西口店 2F

ASBeefam成田富里店 286-0033 千葉県 千葉県成田市東町133イオンタウン成田富里 2F

ASBeefam辰巳台店 290-0003 千葉県 千葉県市原市辰巳台東1-2イオンタウンたつみ台 

ASBeefam東習志野店 275-0001 千葉県 千葉県習志野市東習志野6-7-8イオンタウン東習志野 1F

ASBeefam木更津朝日店 292-0055 千葉県 千葉県木更津市朝日3-10-19イオンタウン木更津朝日 

ASBeefam野田店 278-0031 千葉県 千葉県野田市中根36-1イオンノア店 1F

ASBeeKIDS鎌取店 266-0012 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16ゆみ?る鎌取ショッピングセンター 3F

ASBeeKIDS千葉ニュータウン店 270-1392 千葉県 千葉県印西市中央北3-2イオンモール千葉ニュータウン 3F

ASBeeKIDS柏店 277-0854 千葉県 千葉県柏市豊町2-5-25イオンモール柏 2F

ASBeeKIDS幕張新都心店 261-0024 千葉県 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5イオンモール幕張新都心ファミリーモール 2F

ASBeeイオンタウンユーカリが丘店 285-0850 千葉県 千葉県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店西館 2F

ASBeeイオンモール成田店 286-0029 千葉県 千葉県成田市ウイング土屋24イオンモール成田 2F

ASBeeイオンモール船橋店 273-0045 千葉県 千葉県船橋市山手1-1-8イオンモール船橋 2F

ASBeeイオンモール銚子店 288-0815 千葉県 千葉県銚子市三崎町2-2660-1イオンモール銚子 2F

ASBeeイオンモール津田沼店 275-0016 千葉県 千葉県習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼 2F

ASBeeイオンモール柏店 277-0854 千葉県 千葉県柏市豊町2-5-25イオンモール柏 2F

ASBeeイオンモール幕張新都心店 261-0024 千葉県 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール 1F

ASBeeイオンモール木更津店 292-0835 千葉県 千葉県木更津市築地1-4イオンモール木更津 2F

ASBeeイオン幕張店 261-0021 千葉県 千葉県千葉市美浜区ひび野1-3イオン幕張ショッピングモール 2F

BARNS　イオンモール船橋店 273-0045 千葉県 千葉県船橋市山手１ー１ー８イオンモール船橋店２Ｆ２１１区画

BARNS　ちはら台店 290-0194 千葉県 千葉県市原市ちはら台西３ー４１０５０ｕｎｉｍｏちはら台ショピングセンター１Ｆ

BARNS　ゆみーる鎌取店 266-0031 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野３ー１６ＪＲ外房線鎌取駅前ゆみーる鎌取３Ｆ

BARNSイオンモール幕張新都心店 261-0024 千葉県 千葉県千葉市美浜区豊砂１ー１イオンモール幕張新都心店ファミリーモール１Ｆ

FeminineCafeイオンモール成田店 286-0029 千葉県 千葉県成田市ウィング土屋24イオンモール成田店 2F

FeminineCafe木更津店 292-0835 千葉県 千葉県木更津市築地1-4イオンモール木更津 1F

Genki Kids+ユニモちはら台店 290-0194 千葉県 千葉県市原市ちはら台西3-4 ユニモちはら台　１Ｆ

Genki Kidsｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸアリオ柏店 277-0922 千葉県 千葉県柏市大島田1-6-1  セブンパークアリオ柏　３Ｆ

Genki Kidsテラスモール松戸店 270-0023 千葉県 千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1  テラスモール松戸　３Ｆ

Genki Kids八千代緑が丘店 276-0049 千葉県 千葉県八千代市緑が丘2-1-3 イオンモール八千代緑が丘　４Ｆ

Genki KidsららぽーとTOKYO-BAY店 273-8530 千葉県 千葉県船橋市浜町2-1-1  ららぽーとTOKYO-BAY　北館２Ｆ

GreenBoxイオン稲毛店 261-0043 千葉県 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20イオン稲毛店内 

GreenBoxイオン成田店 286-0021 千葉県 千葉県成田市ウイング土屋24イオンスタイル成田店内 

GreenBoxイオン銚子店 288-0815 千葉県 千葉県銚子市三崎町2-2660-1イオン銚子店内 

GreenBoxキッズ幕張新都心店 261-0024 千葉県 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5イオンモール幕張新都心ファミリーモール 2F

GreenBoxダイエーいちかわコルトンプラザ店 272-0015 千葉県 千葉県市川市鬼高1-1-1ダイエーいちかわコルトンプラザ店内 

GreenBoxダイエー新松戸店 270-0034 千葉県 千葉県松戸市新松戸3-2-2イオンフードスタイル新松戸店内 

GreenBoxノア店 278-0031 千葉県 千葉県野田市中根36-1イオンノア店内 

GreenBoxマリンピア店 261-8513 千葉県 千葉県千葉市美浜区高洲3-13-1イオンマリンピア店内 

GreenBoxユーカリが丘店 285-0850 千葉県 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-12-3イオンスタイルユーカリが丘店内 

GreenBox臼井店 285-0837 千葉県 千葉県佐倉市王子台1-23イオン臼井店内 

GreenBox鎌ヶ谷店 273-0107 千葉県 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-7-1イオン鎌ヶ谷店内 

GreenBox鎌取店 266-0031 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16イオンスタイル鎌取店内 

GreenBox鴨川店 296-0001 千葉県 千葉県鴨川市横渚973-1イオン鴨川店内 

GreenBox館山店 294-0047 千葉県 千葉県館山市八幡545-1イオン館山店内 

GreenBox検見川浜店 261-0011 千葉県 千葉県千葉市美浜区真砂4-2-6イオンスタイル検見川浜店内 

GreenBox高根木戸店 274-0063 千葉県 千葉県船橋市習志野台1-1-3イオン高根木戸店内 

GreenBox市川妙典店 272-0111 千葉県 千葉県市川市妙典5-3-1イオン市川妙典店内 

GreenBox新浦安店 279-0012 千葉県 千葉県浦安市入船1-4-1イオンスタイル新浦安店内 

GreenBox千葉ニュータウン店 270-1385 千葉県 千葉県印西市中央北3-1-1イオン千葉ニュータウン店内 

GreenBox船橋店 273-0045 千葉県 千葉県船橋市山手1-１イオン船橋店内 

GreenBox津田沼店 275-0016 千葉県 千葉県習志野市津田沼1-23-1イオン津田沼店内 

GreenBox柏店 277-0854 千葉県 千葉県柏市豊町2-5-25イオン柏店内 

GreenBox八街店 289-1104 千葉県 千葉県八街市文違301イオン八街店内 

GreenBox八千代緑ヶ丘店 276-0049 千葉県 千葉県八千代市緑ヶ丘2-1-3イオン八千代緑が丘店内 

GreenBox北小金店 270-0014 千葉県 千葉県松戸市小金1イオン北小金店内 

GreenBox幕張新都心店 261-0024 千葉県 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール 2F

GreenBox木更津店 292-0835 千葉県 千葉県木更津市築地1-4イオンスタイル木更津店内 

zerbinoイオンモール幕張新都心 261-0024 千葉県 千葉県千葉市美浜区豊砂１ー１イオンモール幕張新都心店グランドモール３Ｆ

アルペンイオンタウン館山店 294-0047 千葉県 千葉県館山市八幡５４５－１　イオンタウン館山内

ヴィクトリア おゆみ野店 266-0033 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5丁目19番地7

クローバーリーフ市川コルトンプラザ店 272-0015 千葉県 千葉県市川市鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ　２Ｆ

シュープラザおゆみ野店 266-0032 千葉県 千葉県千葉市緑区 おゆみ野中央２丁目３メルクスおゆみ野内  

シュープラザパーク　ららぽーと東京ベイ店 273-0012 千葉県 千葉県船橋市浜町２－１－１　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ北館１Ｆ

シュープラザホームズ蘇我店 260-0835 千葉県 千葉県千葉市中央区川崎町５５番地３ ホームズ蘇我店　２Ｆ

シュープラザ旭店 289-2504 千葉県 千葉県旭市 ニ５４１４番地  

シュープラザ浦安西友店 279-0002 千葉県 千葉県浦安市北栄一丁目１４－１ 

シュープラザ市原カインズモール店 290-0050 千葉県 千葉県市原市更級３－１－１カインズモール市原　内 

シュープラザ市川ショップス店 272-0015 千葉県 千葉県市川市鬼高３丁目２８番１６号 ショップス市川２Ｆ  

シュープラザ市川松戸店 272-0837 千葉県 千葉県市川市堀之内３丁目３４番１５号 

シュープラザ市川妙典イオン店 272-0111 千葉県 千葉県市川市妙典５丁目３番１号  イオン市川妙典１番街２Ｆ  

シュープラザ新習志野店 275-0024 千葉県 千葉県習志野市茜浜２丁目１９番２２号 ミスターマックス新習志野ＳＣ 

シュープラザ千城台イコアス店 264-0005 千葉県 千葉県千葉市若葉区千城台北３丁目２１－１ イコアス千城台　１Ｆ

シュープラザ千葉ＮＴジョイフル本田店 270-1331 千葉県 千葉県印西市牧の原２丁目１番地  ジョイフル本田千葉ＮＴ店　２Ｆ  

シュープラザ千葉ニュータウン店 270-1412 千葉県 千葉県白井市桜台１丁目１－６ アクロスプラザ千葉ＮＴ内  



シュープラザ東金店 283-0001 千葉県 千葉県東金市家之子４７１－３

シュープラザ白井店 270-1432 千葉県 千葉県白井市冨士字栄９９番地１３  

シュープラザ八千代台ユアエル店 276-0032 千葉県 千葉県八千代市八千代台東１－１－１０ ユアエルム八千代台　２Ｆ  

シュープラザ富津イオンモール店 293-0012 千葉県 千葉県富津市青木１－５－１イオンモール富津　２Ｆ 

シュープラザ茂原ライフガーデン店 297-0012 千葉県 千葉県茂原市六ツ野八ツ貫野２７８５－１ライフガーデン茂原　内 

シュープラザ木更津店 292-0038 千葉県 千葉県木更津市ほたる野２－２２－２  

スーパースポーツゼビオ アリオ蘇我店 260-0835 千葉県 千葉県千葉市中央区川崎町52番地7

スーパースポーツゼビオ イオンタウン成田富里店 286-0025 千葉県 千葉県成田市東町133番地

スーパースポーツゼビオ イオンモール銚子店 288-0815 千葉県 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 ｲｵﾝ銚子ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

スーパースポーツゼビオ かしわ沼南WOOWCITY店 277-0924 千葉県 千葉県柏市風早1-3-13

スーパースポーツゼビオ ﾌﾙﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ八千代店 276-0028 千葉県 千葉県八千代市村上南1丁目4-1

スーパースポーツゼビオ モラージュ柏店 277-0837 千葉県 千葉県柏市大山台2-3

スーパースポーツゼビオ ららぽーとTOKYO-BAY店 273-0012 千葉県 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽｰとTOKYO-BAY 北館2F

スーパースポーツゼビオ 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0139 千葉県 千葉県流山市おおたかの森南一丁目5番地1 

スポーツオーソリティアーバンステージテラスモール松戸店 270-0023 千葉県 千葉県松戸市八ヶ崎2－8－1 テラスモール松戸 3階

スポーツオーソリティユーカリが丘店 285-0850 千葉県 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6丁目12番地3 イオンタウンユーカリが丘2階

スポーツオーソリティ松戸店 270-0027 千葉県 千葉県松戸市二ツ木1782－1  プチモール フタツギ

スポーツオーソリティ新浦安店 279-0012 千葉県 千葉県浦安市入船1－4－1 イオン新浦安 3階

スポーツオーソリティ成田店 286-0029 千葉県 千葉県成田市ウイング土屋24番地 イオンモール成田

スポーツオーソリティ船橋店 273-0045 千葉県 千葉県船橋市山手1丁目1－8 イオン船橋 2階

スポーツオーソリティ津田沼店 275-0016 千葉県 千葉県習志野市津田沼1－23－1 イオンモール津田沼

スポーツオーソリティ幕張新都心店 261-8535 千葉県 千葉県千葉市美浜区豊砂1－6 イオンモール幕張新都心 アクティブモール

スポーツオーソリティ木更津店 292-0835 千葉県 千葉県木更津市築地1番4号  イオンモール木更津 1Ｆ

スポーツデポ　ららぽーと柏の葉店 277-8518 千葉県 千葉県柏市若柴１７５

スポーツデポショップス市川店 272-0015 千葉県 千葉県市川市鬼高３－２８－１６

スポーツデポ市原五井店 290-0040 千葉県 千葉県市原市更級１丁目９番地８

スポーツデポ成田美郷台店 286-0013 千葉県 千葉県成田市美郷台１－１７

スポーツデポ千葉ニュータウン店 270-1334 千葉県 千葉県印西市西の原一丁目１番３

スポーツデポ南流山店 270-0162 千葉県 千葉県流山市大字木４０８番地

スポーツデポ茂原店 297-0074 千葉県 千葉県茂原市小林１６０６番１０

スポーツデポ木更津金田店 292-0008 千葉県 千葉県木更津市中島１７１２番地（東１０－２街区４画地）

スポーツデポ野田船形店 270-0239 千葉県 千葉県野田市泉１丁目１番地の１

ゼビオスポーツエクスプレス 千葉浜野 266-0026 千葉県 千葉県千葉市緑区古市場町904-12

チヨダ　新浦安イオンスタイル店 279-0012 千葉県 千葉県浦安市入船１－４－１イオンスタイル新浦安　２Ｆ

チヨダ下総中山店 273-0035 千葉県 千葉県船橋市本中山２－１０－１  ミレニティ中山　２Ｆ

チヨダ我孫子南口ＩＹ店 270-1151 千葉県 千葉県我孫子市本町３－２－１イトーヨーカドー我孫子南口店２  

チヨダ市原ＭＥＧＡドン店 299-0101 千葉県 千葉県市原市青柳北１丁目１番　メガドン・ キホーテＵＮＹ市原店　２Ｆ

ヒマラヤイオンモール千葉ニュータウン店 270-1392 千葉県 千葉県印西市中央北２－２　イオンモール千葉ニュータウン　エンジョイライフ棟２Ｆ

ヒマラヤユニモちはら台店 290-0194 千葉県 千葉県市原市ちはら台西３丁目４番－２００１

ワシントン靴店ルプティボアアリオ柏 277-0922 千葉県 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏店　２Ｆ

東京靴流通センターペリエ稲毛店 263-0031 千葉県 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３丁目１９番１１号  ペリエ稲毛コムスクエア２  

東京靴流通センターミハマニューポートリゾート店 261-0002 千葉県 千葉県千葉市美浜区新港３２番地６－４  ミハマニューポートリゾート内 

東京靴流通センター旭店 289-2511 千葉県 千葉県旭市 イ－２６７２－１

東京靴流通センター稲毛海岸マリンピア店 261-0004 千葉県 千葉県千葉市美浜区高須３丁目２１－１  イオンマリンピア専門館　２Ｆ 

東京靴流通センター我孫子湖北台店 270-1132 千葉県 千葉県我孫子市湖北台１０－１６－２７

東京靴流通センター鎌ヶ谷店 273-0122 千葉県 千葉県鎌ケ谷市東初富４－２－８０ 

東京靴流通センター館山店 294-0045 千葉県 千葉県館山市北条字敷地５０１

東京靴流通センター五香プラッツ店 270-2213 千葉県 千葉県松戸市五香８丁目４４番地６プラッツ五香　２Ｆ  

東京靴流通センター行徳駅前店 272-0133 千葉県 千葉県市川市行徳駅前１－１９－１３ Ｔ・Ｏビル　１Ｆ 

東京靴流通センター高品店 264-0024 千葉県 千葉県千葉市若葉区高品町２２５－１

東京靴流通センター佐倉王子台店 285-0837 千葉県 千葉県佐倉市王子台６－６－１０ 

東京靴流通センター四街道店 284-0004 千葉県 千葉県四街道市みのり町３－２  

東京靴流通センター市川大野店 272-0804 千葉県 千葉県市川市南大野１－６－３

東京靴流通センター習志野台店 274-0063 千葉県 千葉県船橋市習志野台４－９－２ 

東京靴流通センター松戸稔台店 270-2231 千葉県 千葉県松戸市稔台７－５－１  

東京靴流通センター新浦安ニューコースト店 279-0014 千葉県 千葉県浦安市明海４－１－１ニューコースト新浦安　２Ｆ

東京靴流通センター仁戸名ライフガーデン店 260-0801 千葉県 千葉県千葉市中央区仁戸名町６９８－１１ライフガーデン仁戸名　１Ｆ

東京靴流通センター成田ウニクス店 286-0007 千葉県 千葉県成田市はなのき台２丁目２５－１  ウニクス成田内

東京靴流通センター成田店 286-0021 千葉県 千葉県成田市土屋７２４－２  

東京靴流通センター西船橋店 273-0033 千葉県 千葉県船橋市本郷町４５３－１

東京靴流通センター千葉宮野木店 262-0019 千葉県 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘５丁目３２番１４号  

東京靴流通センター千葉大原店 298-0004 千葉県 千葉県いすみ市大原９７１１－１

東京靴流通センター奏の杜フォルテ店 275-0028 千葉県 千葉県習志野市奏の杜２－１－１ 奏の杜フォルテ　１Ｆ

東京靴流通センター大網店 299-3236 千葉県 千葉県大網白里市 みやこ野１－２－１５  

東京靴流通センター長浦店 299-0246 千葉県 千葉県袖ケ浦市長浦駅前８丁目２２－３

東京靴流通センター南行徳店 272-0138 千葉県 千葉県市川市南行徳１丁目２２－１５ ブランドールＭＲＫビル１Ｆ

東京靴流通センター南流山店 270-0161 千葉県 千葉県流山市鰭ケ崎１０－４  

東京靴流通センター八千代台店 276-0031 千葉県 千葉県八千代市八千代台北１０丁目２２－１１

東京靴流通センター八日市場店 289-2143 千葉県 千葉県匝瑳市八日市場口８８－１ 

東京靴流通センター八幡宿店 290-0066 千葉県 千葉県市原市五所１７２８－１

東京靴流通センター北柏店 277-0825 千葉県 千葉県柏市 布施１２２

東京靴流通センター本八幡駅南口店 272-0023 千葉県 千葉県市川市南八幡４－１－５ 八光堂別館ビル　１Ｆ

東京靴流通センター茂原店 297-0074 千葉県 千葉県茂原市小林１６１９－２

東京靴流通センター茂原八千代店 297-0024 千葉県 千葉県茂原市八千代２－１５－１ 

東京靴流通センター木更津金田カイン店 292-0009 千葉県 千葉県木更津市金田東３－１－３ カインズモール木更津金田　内 

東京都
ASBeefamキテラタウン調布店 187-0007 東京都 東京都調布市菊野台1-33-3キテラタウン調布 2F

ASBeefamマチノマ大森店 143-0015 東京都 東京都大田区大森西3-1-38マチノマ大森店内 

ASBeefam旭が丘店 191-0065 東京都 東京都日野市旭が丘6-7-5スーパー三和旭が丘 2F

ASBeefam王子店 114-0002 東京都 東京都北区王子6-9-10サミットストア王子 2F

ASBeefam河辺店 198-0036 東京都 東京都青梅市河辺町10-7-1河辺とうきゅう 3F

ASBeefam関前店 180-0014 東京都 東京都武蔵野市関前5-7-7 

ASBeefam関町北店 177-0051 東京都 東京都練馬区関町北5-8カーサエスペランサ 1F

ASBeefam砧店 157-0073 東京都 東京都世田谷区砧1-1-2サミット砧店 2F

ASBeefam光が丘店 179-0075 東京都 東京都練馬区高松5-3-15サンガーデン高松 1F

ASBeefam仙川店 182-0002 東京都 東京都調布市仙川町1-48-1ピポット仙川店 1F

ASBeefam東久留米店 203-0032 東京都 東京都東久留米市前沢1-7-5 

ASBeefam八王子店 192-0033 東京都 東京都八王子市高倉町41-18 

ASBeefam矢野口店 206-0812 東京都 東京都稲城市矢野口481-2長坂ビル 1F

ASBeeKIDSイーアス高尾店 193-0834 東京都 東京都八王子市東浅川町550-1イーアス高尾 2F

ASBeeKIDSスナモ店 136-0075 東京都 東京都江東区新砂3-4-31南砂町ショッピングセンターSUNAMO 3F

ASBeeKIDS吉祥寺店 180-0004 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5コピス吉祥寺A館 5F

ASBeeKIDS京王新宿 160-8321 東京都 東京都新宿区西新宿1-1-14京王百貨店 新宿店 

ASBeeKIDS多摩平の森店 191-0062 東京都 東京都日野市多摩平2-4-1イオンモール多摩平の森 4F

ASBeeイオンモールむさし村山店 208-0022 東京都 東京都武蔵村山市榎1-1-3イオンモールむさし村山 3F

ASBeeイオンモール多摩平の森店 191-0062 東京都 東京都日野市多摩平2-4-1イオンモール多摩平の森 3F



ASBeeイオンモール東久留米店 203-0023 東京都 東京都東久留米市南沢5-17-62イオンモール東久留米 3F

ASBeeイオンモール日の出店 190-0182 東京都 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3イオンモール日の出ショッピングセンター 3F

ASBeeオリナス錦糸町店 130-0012 東京都 東京都墨田区太平4-1-2オリナスモール 3F

big-b 五反田本店 141-0031 東京都 東京都品川区西五反田２ー４ー２

big-b 上野店 110-0005 東京都 東京都台東区上野６ー１６ー１７朝日生命昭和通りビル　１Ｆ

Genki Kids+むさし村山店 208-0022 東京都 東京都武蔵村山市榎1-1-3 イオンモールむさし村山　３Ｆ

Genki Kids丸井北千住店 120-0034 東京都 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ　５F

Genki Kids丸井錦糸町店 130-0022 東京都 東京都墨田区江東橋3-9-10  丸井錦糸町店　４Ｆ

Genki Kidsららぽーと豊洲店 135-8614 東京都 東京都江東区豊洲2-4-9  ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽーと豊洲１ 2Ｆ

Genki Kidsららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都 東京都立川市泉町935-1  ららぽーと立川立飛　３Ｆ

GreenBoxダイエー西台店 174-0046 東京都 東京都板橋区蓮根3-8-12ダイエー西台店内 

GreenBoxむさし村山店 208-0022 東京都 東京都武蔵村山市榎1-1-3イオンむさし村山店内 

GreenBox葛西店 134-0088 東京都 東京都江戸川区西葛西3-9-19イオン葛西店内 

GreenBox昭島店 196-0024 東京都 東京都昭島市宮沢町500-1ザ・ビッグ昭島店内 

GreenBox西新井店 121-0816 東京都 東京都足立区梅島3-32-7イオン西新井店内 

GreenBox東雲店 135-0062 東京都 東京都江東区東雲1-9-10イオン東雲店内 

GreenBox東久留米店 203-0023 東京都 東京都東久留米市南沢5-17-62イオン東久留米 3F

GreenBox南砂店 136-0076 東京都 東京都江東区南砂6-7-15イオンスタイル南砂店内 

GreenBox日の出店 190-0182 東京都 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3イオン日の出店内 

GreenBox板橋前野店 174-0063 東京都 東京都板橋区前野町4-21-22イオンスタイル板橋前野町店内 

GreenBox板橋店 175-0083 東京都 東京都板橋区徳丸2-6-1イオンスタイル板橋店内 

GreenBox碑文谷店 152-0003 東京都 東京都目黒区碑文谷4-1-1イオンスタイル碑文谷 6F

GreenBox品川シーサイド店 140-0002 東京都 東京都品川区東品川4-12-5イオンスタイル品川シーサイド店内 

GreenBox練馬店 179-0072 東京都 東京都練馬区光が丘5-1-1イオン練馬店内 

INVITO京王調布店 182-0024 東京都 東京都調布市布田4-4-22トリエ京王調布A館 4F

Paradeミーツ国分寺 185-0012 東京都 東京都国分寺市本町3-1-1　ミーツ国分寺3F

Paradeミッテン府中 183-0023 東京都 東京都府中市宮町1-41-2　ミッテン府中1F

Parade錦糸 130-0013 東京都 東京都墨田区錦糸町２－２－１アルカキット錦糸町店　４Ｆ

アルペン高井戸店 168-0072 東京都 東京都杉並区高井戸東４－１－１３　２Ｆ

ヴィクトリア イオンモールむさし村山店 208-0022 東京都 東京都武蔵村山市榎1丁目1ｰ3ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山 ﾉｰｽﾀﾜｰ2F

ヴィクトリア スポーツモール池袋東口店 170-0013 東京都 東京都豊島区東池袋3丁目3番5号

ヴィクトリア セレオ八王子店 192-0083 東京都 東京都八王子市旭町1-1ｾﾚｵ八王子 北館8F

ヴィクトリア 加平インター店 121-0055 東京都 東京都足立区加平2-4-1

ヴィクトリア 蒲田店 144-0052 東京都 東京都大田区蒲田5-47-7

ヴィクトリア 光が丘店 179-0073 東京都 東京都練馬区田柄4丁目38

ヴィクトリア 三鷹店 181-0004 東京都 東京都三鷹市新川3丁目16-25

ヴィクトリア 新宿店 160-0022 東京都 東京都新宿区新宿4-1-14

ヴィクトリア 池袋西口店 171-0021 東京都 東京都豊島区西池袋3-29-1

ヴィクトリア 町田東急ツインズ店 194-0013 東京都 東京都町田市原町田6-4-1ﾂｲﾝｽﾞWEST 1･2F

クローバーリーフ池袋サンシャイン店 170-6002 東京都 東京都豊島区東池袋３－１－２ サンシャインシティアルパＢ１Ｆ  

シュープラザアメリア稲城店 206-0812 東京都 東京都稲城市矢野口２２８４番地１アメリア稲城ＳＣ　２Ｆ 

シュープラザグリナ－ド永山店 206-0025 東京都 東京都多摩市永山１－４ グリナード永山

シュープラザザ・モールみずほ店 190-1203 東京都 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根６２３ザ・モールみずほ１６　１Ｆ

シュープラザひばりヶ丘西友店 202-0005 東京都 東京都西東京市住吉町３－９－８ 西友ひばりヶ丘店　５Ｆ 

シュープラザ阿佐ヶ谷パールセンター店 166-0004 東京都 東京都杉並区阿佐ヶ谷南１－４７－１３ 

シュープラザ吉祥寺店 180-0004 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目９番１０号シュープラザビル１Ｆ

シュープラザ三鷹かえで通り店 181-0014 東京都 東京都三鷹市野崎２－１７－２９ 

シュープラザ上野店 110-0005 東京都 東京都台東区上野４丁目５番１０号  

シュープラザ新宿東口駅前店 160-0022 東京都 東京都新宿区新宿３丁目２４番６号  

シュープラザ青梅インター店 198-0021 東京都 東京都青梅市今寺５丁目７－１

シュープラザ千歳船橋店 156-0055 東京都 東京都世田谷区船橋１丁目９番３５号  

シュープラザ船堀イオンフード店 134-0091 東京都 東京都江戸川区船堀１－１－５１ イオンフードスタイル船堀店３Ｆ  

シュープラザ町田ままともプラザ店 194-0023 東京都 東京都町田市旭町１－２４－１ ままともプラザ　１Ｆ

シュープラザ町田真光寺店 195-0057 東京都 東京都町田市真光寺２丁目３３－１  

シュープラザ東久留米アクロス店 203-0001 東京都 東京都東久留米市 上の原２丁目３番１８号

シュープラザ東久留米店 203-0032 東京都 東京都東久留米市 前沢３－１０－２３ 

シュープラザ立川すずかけ通り店 190-0004 東京都 東京都立川市柏町２丁目４４－３ 

シュープラザ立川フロム中武店 190-0012 東京都 東京都立川市曙町２－１１－２ フロム中武　２Ｆ 

スーパースポーツゼビオ アリオ葛西店 134-0084 東京都 東京都江戸川区東葛西9-3-3 ｱﾘｵ葛西2F

スーパースポーツゼビオ イーアス高尾店 193-0834 東京都 東京都八王子市東浅川町550-1 ｲｰｱｽ高尾2F

スーパースポーツゼビオ イオンモール日の出店 190-0182 東京都 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3

スーパースポーツゼビオ オリナス錦糸町店 130-0012 東京都 東京都墨田区太平4-1-5ｵﾘﾅｽｺｱ1F

スーパースポーツゼビオ ダイバーシティ東京プラザ店 135-0064 東京都 東京都江東区青海1-1-40 4F 40110

スーパースポーツゼビオ ららぽーと豊洲店 135-8614 東京都 東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽｰと豊洲2F

スーパースポーツゼビオ ららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都 東京都立川市泉町935番地1 1階 ｢12500｣

スーパースポーツゼビオ 渋谷公園通り店 150-0042 東京都 東京都渋谷区宇田川町19-3

スーパースポーツゼビオ 多摩境店 194-0215 東京都 東京都町田市小山が丘3-5-1

スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店 182-0036 東京都 東京都調布市飛田給1丁目34番地17

スーパースポーツゼビオ 東京御茶ノ水本店 101-0052 東京都 東京都千代田区神田小川町3-6

スポーツオーソリティビーンズ赤羽店 115-0045 東京都 東京都北区赤羽1－1－1 ビーンズ赤羽 ビーンズテラス

スポーツオーソリティ多摩センター店 206-0033 東京都 東京都多摩市落合1－45－2 

スポーツオーソリティ東久留米店 203-0023 東京都 東京都東久留米市南沢5丁目17番62号 イオンモール東久留米 3階

スポーツオーソリティ有明ガーデン店 135-0063 東京都 東京都江東区有明2丁目1－8 有明ガーデン 商業棟 3Ｆ

スポーツデポぐりーんうぉーく多摩店 192-0363 東京都 東京都八王子市別所２－５６

スポーツデポ昭島店 196-0014 東京都 東京都昭島市田中町５７３－１－４

スポーツデポ南砂町スナモ店 136-0075 東京都 東京都江東区新砂３-４-３１　南砂町ショッピングセンターSUNAMO 3F

スポーツデポ府中四谷店 183-0035 東京都 東京都府中市四谷５丁目２３番地の１２

ゼビオスポーツエクスプレス イトーヨーカ堂曳舟店 131-0046 東京都 東京都墨田区京島1-2-1ｲﾄｰﾖｰｶ堂曳舟店3F

ゼビオスポーツエクスプレス 丸井吉祥寺店 180-8552 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-7-1丸井吉祥寺店5F

タダスポーツ 150-0012 東京都 東京都渋谷区広尾5-19-5

チヨダ亀有駅前ＩＹ店 125-0061 東京都 東京都葛飾区亀有３－２６－１ イトーヨーカドー亀有駅前店１Ｆ  

チヨダ高円寺店 166-0002 東京都 東京都杉並区高円寺北３－２３－１２

チヨダ三軒茶屋店 154-0004 東京都 東京都世田谷区太子堂４－２３－１ 

チヨダ三和堀之内店 192-0363 東京都 東京都八王子市別所２丁目１  スーパー三和堀之内店　２Ｆ

チヨダ四つ木イトーヨーカドー店 124-0011 東京都 東京都葛飾区四つ木２－２１－１  イトーヨーカドー四つ木店　１Ｆ  

チヨダ多摩センター店 206-0033 東京都 東京都多摩市落合１－４４  丘の上プラザ２Ｆ 

チヨダ池袋東武ホープセンター店 171-0021 東京都 東京都豊島区西池袋１－１５－９  東武ホープセンター  

チヨダ田無アスタ店 188-0011 東京都 東京都西東京市田無町２－１－１

チヨダ八重洲地下店 104-0028 東京都 東京都中央区八重州２－１  八重州地下街南１号  

ヒマラヤ葛飾奥戸店 124-0022 東京都 東京都葛飾区奥戸３－２３－１９

ヒマラヤ木場店 135-0042 東京都 東京都江東区木場１－５－３０ ｲﾄ-ﾖ-ｶﾄﾞ-木場店３階

フィットハウス　八王子店 192-0375 東京都 東京都八王子市鑓水二丁目１７５番地７

ワシントン靴店Ｔａｋｅ５ひばりが丘 202-0001 東京都 東京都西東京市ひばりが丘１－１－１ひばりが丘パルコ店　４Ｆ

ワシントン靴店クロシード高島平 175-0082 東京都 東京都板橋区高島平９－２３－１高島平とうきゅう　１Ｆ

ワシントン靴店クロシード笹塚 151-0073 東京都 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４笹塚ショッピングモール２１　１Ｆ

ワシントン靴店コシュエコシュアリオ北砂 136-0073 東京都 東京都江東区北砂２－１７－１アリオ北砂店　２Ｆ



東京靴流通センターアメリア町田根岸店 194-0038 東京都 東京都町田市根岸２丁目１８番地１アメリア町田根岸ＳＣ　２Ｆ

東京靴流通センターサニー西葛西店 134-0088 東京都 東京都江戸川区西葛西４丁目２番２８号 サニーモール西葛西　２Ｆ  

東京靴流通センターときわ台店 174-0072 東京都 東京都板橋区南常盤台１－４０－１ときわ台南口ビル 

東京靴流通センター綾瀬店 120-0006 東京都 東京都足立区谷中１丁目１－３

東京靴流通センター井草店 167-0021 東京都 東京都杉並区井草２－２２－１８  ラピンヴイリ－ビル１Ｆ 

東京靴流通センター羽村栄町店 205-0002 東京都 東京都羽村市栄町１－１３－４

東京靴流通センター荻窪教会通り店 167-0032 東京都 東京都杉並区天沼３－３－７ライオンズマンション荻窪駅前 

東京靴流通センター学芸大学店 152-0004 東京都 東京都目黒区鷹番町３－３－１８ 

東京靴流通センター葛飾白鳥コープ店 125-0063 東京都 東京都葛飾区白鳥４－１０－１７  コープ葛飾白鳥　２Ｆ

東京靴流通センター葛西店 134-0083 東京都 東京都江戸川区中葛西３丁目３２番１４号  ミツミレジデンス葛西　１Ｆ

東京靴流通センター蒲田西口サンライズ店 144-0051 東京都 東京都大田区西蒲田７丁目４８－１３ 蒲谷ビル

東京靴流通センター蒲田東口店 144-0052 東京都 東京都大田区蒲田５－１８－５ 下川ビル

東京靴流通センター吉祥寺西友店 180-0004 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１２－１０  西友吉祥寺　３Ｆ 

東京靴流通センター久米川西友店 189-0013 東京都 東京都東村山市栄町２－３－４西友久米川店　３Ｆ  

東京靴流通センター京王八王子ＳＣ店 192-0046 東京都 東京都八王子市明神町３－２７－１  京王八王子ＳＣ　３Ｆ

東京靴流通センター金町東急ストア店 125-0041 東京都 東京都葛飾区東金町一丁目３６－１金町東急ストア２Ｆ  

東京靴流通センター元八王子店 193-0826 東京都 東京都八王子市元八王子町２－１１５１－１  

東京靴流通センター光ヶ丘公園店 175-0093 東京都 東京都板橋区赤塚新町３－３０－１  

東京靴流通センター高島平店 175-0082 東京都 東京都板橋区高島平８－１９－６  さかえビル１Ｆ

東京靴流通センター国分寺本多店 185-0011 東京都 東京都国分寺市本多１丁目５－１１  清水ビル

東京靴流通センター国領ココスクエア店 182-0022 東京都 東京都調布市国領町３－１－３８  ココスクエア　１Ｆ  

東京靴流通センター狛江店 201-0005 東京都 東京都狛江市岩戸南１－４－５ タウンビルド土屋１Ｆ

東京靴流通センター三鷹中央通り店 181-0013 東京都 東京都三鷹市下連雀３－３３－２１吉野三十三番館　１Ｆ

東京靴流通センター志村店 174-0056 東京都 東京都板橋区志村３－２０－１６ 

東京靴流通センター秋川店 197-0804 東京都 東京都あきる野市 秋川３－６－３  

東京靴流通センター十条銀座商店街店 114-0031 東京都 東京都北区 十条仲原１－３－６  かいずやビル　１Ｆ  

東京靴流通センター小岩大橋店 133-0043 東京都 東京都江戸川区松本２－３９

東京靴流通センター小平中島店 187-0033 東京都 東京都小平市中島町３０－１０

東京靴流通センター小平店 187-0042 東京都 東京都小平市仲町４２２－１１

東京靴流通センター上石神井店 177-0044 東京都 東京都練馬区上石神井３－２９－７  

東京靴流通センター上野アメ横店 110-0005 東京都 東京都台東区上野４－７－８アメ横センタービル　１Ｆ  

東京靴流通センター上野御徒町店 110-0005 東京都 東京都台東区上野６－３－４双葉ビル　１Ｆ、Ｂ１Ｆ 

東京靴流通センター新中野店 164-0011 東京都 東京都中野区中央３丁目３４番１号プラム鍋横Ｄ号

東京靴流通センター杉並宮前店 168-0081 東京都 東京都杉並区宮前５－２１－３１ 

東京靴流通センター西新井大師店 123-0841 東京都 東京都足立区西新井６－４１－１０  

東京靴流通センター西新宿店 160-0023 東京都 東京都新宿区西新宿７丁目４番４号武蔵ビル　１Ｆ

東京靴流通センター赤羽駅東口店 115-0045 東京都 東京都北区 赤羽１－１－６赤羽駅前第２ビル　１Ｆ 

東京靴流通センター千歳烏山店 157-0062 東京都 東京都世田谷区南烏山６－４－３０  パラッツオ烏山ビル１Ｆ 

東京靴流通センター足立保木間店 121-0064 東京都 東京都足立区保木間１丁目３０－１２

東京靴流通センター多摩堀之内店 192-0362 東京都 東京都八王子市松木３２番地１５ マルベリ－コ－ト１Ｆ

東京靴流通センター大森駅ＲａＲａ店 143-0023 東京都 東京都大田区山王２－１－５大森駅ビルＲａＲａ  

東京靴流通センター大泉学園店 178-0063 東京都 東京都練馬区東大泉３丁目１６番３号 ビーエムビル　１Ｆ  

東京靴流通センター池尻大橋店 154-0001 東京都 東京都世田谷区池尻３－１－１  

東京靴流通センター池袋西武口店 171-0022 東京都 東京都豊島区南池袋１丁目２３番９号 石丸ビル　１ＦＢ室  

東京靴流通センター中野店 164-0001 東京都 東京都中野区中野５－６５－１１ 

東京靴流通センター町田成瀬店 194-0011 東京都 東京都町田市成瀬が丘１－３０－２成瀬ステ－ションハイツ 

東京靴流通センター町田忠生店 194-0035 東京都 東京都町田市忠生１丁目１４－５  浅沼ビル１Ｆ  

東京靴流通センター町田店 194-0013 東京都 東京都町田市原町田６丁目１３番２０号  アズ・ハーツ３３　１Ｆ 

東京靴流通センター調布駅南口店 182-0026 東京都 東京都調布市小島町２－５１－９  高野ビル　１Ｆ

東京靴流通センター東村山店 189-0003 東京都 東京都東村山市久米川町４－３－３９  

東京靴流通センター東大和店 207-0016 東京都 東京都東大和市仲原４－１－１  

東京靴流通センター日野旭が丘店 191-0065 東京都 東京都日野市旭が丘６－８－１

東京靴流通センター八王子大塚店 192-0352 東京都 東京都八王子市大塚４８２－１  

東京靴流通センター八王子大和田店 192-0045 東京都 東京都八王子市大和田町２丁目１６－８

東京靴流通センター八王子椚田店 193-0942 東京都 東京都八王子市椚田町５３７番地１５  

東京靴流通センター板橋四葉店 175-0084 東京都 東京都板橋区四葉２－２－１５

東京靴流通センター府中フレスポ店 183-0046 東京都 東京都府中市西原町１丁目６－２  フレスポ府中内

東京靴流通センター武蔵小山店 142-0062 東京都 東京都品川区小山３－２５－１９ 

東京靴流通センター武蔵村山中原店 208-0035 東京都 東京都武蔵村山市 中原４丁目６番１号 

東京靴流通センター武蔵府中ル・シー店 183-0023 東京都 東京都府中市宮町１丁目１００番  ル・シーニュ武蔵府中　３階

東京靴流通センター福生店 197-0005 東京都 東京都福生市北田園１－１３  

東京靴流通センター平井店 132-0035 東京都 東京都江戸川区平井４丁目４－７ ジョイプラザ平井　地下１Ｆ

東京靴流通センター保谷店 202-0003 東京都 東京都西東京市北町２丁目８番１６号  

東京靴流通センター練馬三原台店 177-0031 東京都 東京都練馬区三原台３－２８－１３  

東京靴流通センター練馬店 176-0001 東京都 東京都練馬区練馬１－６－３篠田ビル

神奈川県
ASBeefam菊名店 222-0011 神奈川県 神奈川県横浜市港北区菊名6-16-1サミット菊名店 1F

ASBeefam宮前平店 216-0006 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-2 

ASBeefam平塚四之宮店 254-0014 神奈川県 神奈川県平塚市四之宮2-18-26マックスバリュ平塚四之宮店内 

ASBeeKIDSイオンモール座間店 252-0012 神奈川県 神奈川県座間市広野台2-10-4イオンモール座間 3F

ASBeeKIDSイオンモール大和店 242-0001 神奈川県 神奈川県大和市下鶴間1-2-1イオンモール大和 3F

ASBeeKIDSマルイファミリー海老名催事店 243-0432 神奈川県 神奈川県海老名市中央1-6-1マルイファミリー海老名 4F

ASBeeイオンモール座間店 252-0012 神奈川県 神奈川県座間市広野台2-10-4イオンモール座間 2F

ASBeeイオンモール大和店 242-0001 神奈川県 神奈川県大和市下鶴間1-2-1イオンモール大和 3F

ASBeeイオン相模原店 252-0344 神奈川県 神奈川県相模原市南区古淵2-10-1イオン相模原 2F

ASBeeカトレヤプラザ伊勢佐木店 231-0045 神奈川県 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-5-4カトレヤプラザ伊勢佐木 2F

ASBee厚木店 243-0018 神奈川県 神奈川県厚木市中町2-7-24 

ASBee溝口店 213-0001 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口1-3-1ノクティプラザⅠ 3F

ASBee川崎ルフロン店 210-0024 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11川崎ルフロン 5F

ASBee二俣川店 241-0821 神奈川県 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28ドンキホーテ二俣川 4F

BARNSssイオンモール座間店 252-0012 神奈川県 神奈川県座間市広野台２丁目イオンモール座間店　３Ｆ　３０１６区画

FeminineCafeイオンモール大和店 242-0001 神奈川県 神奈川県大和市下鶴間1-2-1イオンモール大和ショッピングセンター 2F

FeminineCafe湘南店 251-0042 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1湘南モールFILL 1F

Genki Kidsアリオ橋本店 252-0146 神奈川県 神奈川県相模原市緑区大山町1-22  アリオ橋本　２Ｆ

Genki Kidsｸﾞﾗﾝﾂﾘｰ武蔵小杉店 211-0004 神奈川県 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1  グランツリー武蔵小杉　４Ｆ

Genki Kidsトレッサ横浜店 222-0002 神奈川県 神奈川県横浜市港北区師岡町700  トレッサ横浜 南棟１Ｆ

Genki Kids丸井溝口店 213-0001 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1  マルイファミリー溝口　８Ｆ

Genki Kids横浜港北店 224-0003 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1  モザイクモール港北　４Ｆ

Genki Kidsららぽーと海老名店 243-0436 神奈川県 神奈川県海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名　３Ｆ

Genki Kidsららぽーと湘南平塚店 254-8510 神奈川県 神奈川県平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚　３Ｆ

Genki Kidsららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜　２Ｆ

GreenBoxkutsura 東戸塚店 244-8528 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-1イオンスタイル東戸塚店内 

GreenBoxイオン本牧店 231-0821 神奈川県 神奈川県横浜市中区本牧原7-1イオン本牧店内 

GreenBoxダイエー港南台店 234-0054 神奈川県 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-2イオンフードスタイル港南台店内 

GreenBoxダイエー三ツ境店 246-0022 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区三ッ境7-1ダイエー三ツ境店内 

GreenBoxノースポートキッズ店 224-0003 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1ノースポートモール 3F キッズリパブリック内



GreenBox伊勢原店 259-1147 神奈川県 神奈川県伊勢原市白根630-1イオン伊勢原店内 

GreenBox横浜新吉田店 223-0058 神奈川県 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-49-1イオン横浜新吉田店内 

GreenBox海老名店 243-0432 神奈川県 神奈川県海老名市中央2-4-1イオン海老名店内 

GreenBox茅ヶ崎中央店 253-0041 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16イオン茅ヶ崎中央店内 

GreenBox久里浜店 239-0831 神奈川県 神奈川県横須賀市久里浜5-13-1イオン久里浜店内 

GreenBox橋本店 252-0143 神奈川県 神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1イオン橋本店内 

GreenBox金沢シーサイド店 236-0005 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-1イオン金沢シーサイド店内 

GreenBox金沢八景店 236-0021 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1イオン金沢八景店内 

GreenBox駒岡店 230-0071 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-6-1イオン駒岡店 2F

GreenBox厚木店 243-0018 神奈川県 神奈川県厚木市中町1-5-10イオン厚木店内 

GreenBox湘南茅ヶ崎店 253-0041 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71イオンスタイル湘南茅ヶ崎店 3F

GreenBox新百合ヶ丘店 215-0021 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-19イオンスタイル新百合ヶ丘店内 

GreenBox秦野店 257-0041 神奈川県 神奈川県秦野市入船町12-1イオン秦野店内 

GreenBox相模原店 252-0344 神奈川県 神奈川県相模原市南区古淵2-10-1イオン相模原店内 

GreenBox大和鶴間店 242-0001 神奈川県 神奈川県大和市下鶴間1-2-1イオン大和鶴間店内 

GreenBox大和店 242-0015 神奈川県 神奈川県大和市渋谷6-6-1イオン大和店内 

GreenBox東戸塚店 244-0801 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-1イオンスタイル東戸塚店 2F

GreenBox東神奈川店 221-0821 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区富家町1イオンスタイル東神奈川店内 

GreenBox藤沢店 251-0861 神奈川県 神奈川県藤沢市大庭5061-2イオン藤沢店内 

アルペン藤沢菖蒲沢店 252-0823 神奈川県 神奈川県藤沢市菖蒲沢仲ノ桜８９５－１

ヴィクトリア オーロラモール東戸塚店 244-0801 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区品濃町536-1ｵｰﾛﾗﾓｰﾙ東戸塚ｱﾈｯｸｽ1F

ヴィクトリア 湘南台店 252-0804 神奈川県 神奈川県藤沢市湘南台7-53-3

エルブレス ららぽーと海老名店 243-0482 神奈川県 神奈川県海老名市扇町１３番１号

靴のヨコハマヤ　大船笠間口店 247-0056 神奈川県 神奈川県鎌倉市大船1-26-33

靴のヨコハマヤ　大船中央店 247-0056 神奈川県 神奈川県鎌倉市大船1-8-13

シューズパーク　平塚西店 255-0001 神奈川県 神奈川県中郡大磯町高麗3-2-26

シュープラザコーナン港北センター店 224-0032 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央５３－１　ホームセン  ターコーナン港北センター南店 

シュープラザホームズ川崎大師店 210-0818 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区中瀬３－２０－１ ホームズ川崎大師店　２Ｆ  

シュープラザ綾瀬タウンヒルズ店 252-1103 神奈川県 神奈川県綾瀬市深谷中一丁目１番１号綾瀬タウンヒルズＳＣ　１Ｆ

シュープラザ伊勢原店 259-1145 神奈川県 神奈川県伊勢原市 板戸８  エムアイプラザ内 

シュープラザ横須賀中央店 238-0007 神奈川県 神奈川県横須賀市 若松町１－５  横須賀プライム３Ｆ  

シュープラザ横浜ビブレ店 220-0005 神奈川県 神奈川県横浜市西区南幸２－１５－１３  ビブレ横浜　５Ｆ 

シュープラザ横浜四季の森店 241-0002 神奈川県 神奈川県横浜市旭区上白根３丁目４１－１横浜四季の森フォレオ　３Ｆ

シュープラザ横浜和泉店 245-0021 神奈川県 神奈川県横浜市泉区下和泉１－４－５

シュープラザ海老名ショッパーズプラザ店 243-0432 神奈川県 神奈川県海老名市 中央３－２－５ショッパーズプラザ海老名店２Ｆ  

シュープラザ金沢八景イオン店 236-0021 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区泥亀１丁目２７番１号イオン金沢八景店　１Ｆ 

シュープラザ戸塚東急プラザ店 244-0003 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６番地１ 東急プラザ戸塚　２Ｆ

シュープラザ厚木店 243-0816 神奈川県 神奈川県厚木市林５－１２－３  

シュープラザ小田原フレスポ店 256-0813 神奈川県 神奈川県小田原市 前川１２０番  フレスポ小田原　内  

シュープラザ湘南藤沢店 251-0042 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂新町４丁目３番５号 ＭＲ．ＭＡＸ湘南藤沢ＳＣ　２Ｆ  

シュープラザ秦野店 257-0012 神奈川県 神奈川県秦野市西大竹宮ノ前２７－１  

シュープラザ大船西友店 247-0056 神奈川県 神奈川県鎌倉市大船１－２５－３０  西友大船店　４Ｆ 

シュープラザ東神奈川アクロス店 221-0001 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 西寺尾１－１６－１５アクロスプラザ東神奈川　２Ｆ 

シュープラザ二俣川西友店 241-0821 神奈川県 神奈川県横浜市旭区二俣川２－５２－１  西友二俣川３Ｆ

シュープラザ本牧ベイタウン店 231-0821 神奈川県 神奈川県横浜市中区本牧原１２－１ベイタウン本牧５番街２Ｆ  

スーパースポーツゼビオ アリオ橋本店 252-0146 神奈川県 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 

スーパースポーツゼビオ ヴィスポ横須賀店 238-0013 神奈川県 神奈川県横須賀市平成町2丁目14番1号

スーパースポーツゼビオ テラスモール湘南店 251-0041 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1

スーパースポーツゼビオ トレッサ横浜店 222-0002 神奈川県 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地 ﾄﾚｯｻ横浜 北棟3F

スーパースポーツゼビオ みなとみらい東急スクエア店 220-0012 神奈川県 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-2 

スーパースポーツゼビオ ららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽｰと横浜3F

スーパースポーツゼビオ ららぽーと平塚店 254-0031 神奈川県 神奈川県平塚市天沼10-1 1階 ｢14060｣

スーパースポーツゼビオ 川崎ルフロン店 210-0024 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎ﾙﾌﾛﾝ8F

スポーツオーソリティMARK IS みなとみらい店 220-0012 神奈川県 神奈川県横浜市西区みなとみらい3－5－1 ＭＡＲＫ ＩＳ みなとみらいＢ2Ｆ

スポーツオーソリティ港北ニュータウン店 224-0032 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央14－12 港北ＫＥＹ ＳＯＵＴＨ

スポーツオーソリティ座間店 252-0012 神奈川県 神奈川県座間市広野台2丁目10－4 イオンモール座間1階

スポーツオーソリティ上大岡店 233-0002 神奈川県 神奈川県横浜市港南区上大岡西1－15－1  京急百貨店スポーツ館

スポーツオーソリティ秦野店 257-0041 神奈川県 神奈川県秦野市入船町12－1 イオン秦野

スポーツデポ厚木下荻野店 243-0203 神奈川県 神奈川県厚木市下荻野１２００番地１

スポーツデポ港北みなも店 224-0003 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央２－７－１

スポーツデポ小田原店 256-0813 神奈川県 神奈川県小田原市前川　１００

スポーツデポ川崎店 210-0843 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区小田栄２－１－２

スポーツデポ相模原店 252-0205 神奈川県 神奈川県相模原市中央区小山３丁目３７－１

スポーツデポ大和店 242-0013 神奈川県 神奈川県大和市深見台1-1-18

スポーツデポ平塚田村店 254-0013 神奈川県 神奈川県平塚市田村3-5-1

チヨダ鎌倉とうきゅう店 248-0006 神奈川県 神奈川県鎌倉市小町１－２－１１ 鎌倉とうきゅう　５Ｆ

チヨダ三ツ境イオンフードスタイル三ツ境店 246-0022 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７－１  イオンフードスタイル三ツ境２Ｆ  

チヨダ湘南台ダイエー店 252-0804 神奈川県 神奈川県藤沢市湘南台１－３－３ ダイエー湘南台店　３Ｆ 

チヨダ中山とうきゅう店 226-0019 神奈川県 神奈川県横浜市緑区中山町一丁目４番１号中山とうきゅう　３Ｆ

チヨダ平塚ユーユー駅前店 254-0043 神奈川県 神奈川県平塚市紅谷町５－２０ユーユー駅前館　２Ｆ

ヒマラヤサクラス戸塚店 244-0003 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１　サクラス戸塚ビル 地下1階

ワシントン靴店クロシード小杉 211-0063 神奈川県 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４３２むさし野サントラービル　１Ｆ

ワシントン靴店クロシード杉田 235-0033 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１７－１杉田とうきゅう　２Ｆ

ワシントン靴店クロシード長津田 226-0027 神奈川県 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４－６－１ビバホーム長津田店　２Ｆ

ワシントン靴店サンシューズ愛川 243-0301 神奈川県 神奈川県愛甲郡愛川町角田５８０コピオ愛川店　１Ｆ

ワシントン靴店ルプティボアアリオ橋本 252-0146 神奈川県 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２アリオ橋本店　１Ｆ

靴のヨコハマヤ　仲通り本店 247-0056 神奈川県 神奈川県鎌倉市大船1-22-29

東京靴流通センターコピオ相模原イン店 252-0104 神奈川県 神奈川県相模原市緑区向原４丁目２番３

東京靴流通センターつきみ野店 242-0002 神奈川県 神奈川県大和市つきみ野４丁目１２－１ フロンティア２１１　１Ｆ  

東京靴流通センターホームズ新川崎店 230-0002 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町１５－３０  ホームズ新川崎店　２Ｆ 

東京靴流通センター伊勢原アクロスプラザ店 259-1128 神奈川県 神奈川県伊勢原市 歌川２－５－１アクロスプラザ伊勢原　１Ｆ

東京靴流通センター横須賀エイビイ平成町店 238-0013 神奈川県 神奈川県横須賀市 平成町３－１３－２  ａｖｅ平成町店　内  

東京靴流通センター横須賀長坂店 240-0101 神奈川県 神奈川県横須賀市 長坂４－２

東京靴流通センター横須賀店 238-0024 神奈川県 神奈川県横須賀市 大矢部３－１３－４ 

東京靴流通センター海老名河原口店 243-0433 神奈川県 神奈川県海老名市 河原口３丁目２１番１１号 

東京靴流通センター鎌倉深沢店 248-0027 神奈川県 神奈川県鎌倉市笛田３丁目１番７号  湘南ハナビル  

東京靴流通センター茅ヶ崎店 253-0083 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市 西久保８２６－１

東京靴流通センター寒川店 253-0106 神奈川県 神奈川県高座郡寒川町宮山３５８６－１

東京靴流通センター戸塚山手台店 245-0004 神奈川県 神奈川県横浜市泉区領家２－１３－２

東京靴流通センター厚木妻田店 243-0815 神奈川県 神奈川県厚木市妻田西２丁目１６番２３号 

東京靴流通センター港南台中央公園店 234-0054 神奈川県 神奈川県横浜市港南区港南台２丁目７－１８  

東京靴流通センター港南台店 234-0054 神奈川県 神奈川県横浜市港南区港南台９－２３－１８  

東京靴流通センター港北ニュータウン店 224-0006 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区荏田東２－１ 

東京靴流通センター綱島店 223-0053 神奈川県 神奈川県横浜市港北区綱島西２－１２－５ 

東京靴流通センター三浦三崎店 238-0224 神奈川県 神奈川県三浦市三崎町諸磯２４－１ 

東京靴流通センター小田急相模原店 252-0001 神奈川県 神奈川県座間市相模が丘１丁目１１－３５ 



東京靴流通センター小田原飯泉店 250-0863 神奈川県 神奈川県小田原市 飯泉２１０－２  

東京靴流通センター湘南とうきゅう店 252-0816 神奈川県 神奈川県藤沢市遠藤字滝ノ沢６９８－１０  湘南とうきゅう　１Ｆ

東京靴流通センター湘南辻堂Ｌｕｚ店 251-0041 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂神台１丁目２番１２号  Ｌｕｚ湘南辻堂　２Ｆ

東京靴流通センター上永谷店 233-0013 神奈川県 神奈川県横浜市港南区丸山台２－１－８ グランド－ル丸山台  

東京靴流通センター瀬谷店 246-0036 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区北新２４－１０  

東京靴流通センター川崎インター店 213-0013 神奈川県 神奈川県川崎市高津区末長４－８－４９

東京靴流通センター川崎久地店 214-0022 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区堰２丁目９－２６

東京靴流通センター川崎宮崎店 216-0033 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区宮崎６５０－１－１ 

東京靴流通センター川崎京町店 210-0848 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区京町１－１８－１０ 

東京靴流通センター川崎水沢店 216-0012 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区水沢３丁目１２－１ 

東京靴流通センター相模原グッディプレイス店 252-0239 神奈川県 神奈川県相模原市中央区 中央１－２－１グッディプレイス相模原店　２Ｆ  

東京靴流通センター相模原光ヶ丘店 252-0227 神奈川県 神奈川県相模原市中央区 光が丘１丁目１７－１０

東京靴流通センター相模原二本松店 252-0137 神奈川県 神奈川県相模原市緑区二本松３－３１－１ 

東京靴流通センター足柄大橋店 258-0018 神奈川県 神奈川県足柄上郡大井町 金手１５－５ 

東京靴流通センター大和渋谷店 242-0023 神奈川県 神奈川県大和市渋谷２丁目２４－４ 

東京靴流通センター大和店 242-0016 神奈川県 神奈川県大和市大和南２－１３－９ 

東京靴流通センター鶴間店 242-0004 神奈川県 神奈川県大和市鶴間２－３１１１

東京靴流通センター藤沢石川店 252-0815 神奈川県 神奈川県藤沢市石川１丁目１番地１５  

東京靴流通センター藤沢弥勒寺店 251-0012 神奈川県 神奈川県藤沢市村岡東２－１２－２ 

東京靴流通センター藤沢六会店 252-0813 神奈川県 神奈川県藤沢市亀井野３－２８－５ 

東京靴流通センター二俣川店 241-0024 神奈川県 神奈川県横浜市旭区本村町３０－９  

東京靴流通センター平塚金目店 259-1213 神奈川県 神奈川県平塚市片岡４１６

東京靴流通センター平塚八幡店 254-0016 神奈川県 神奈川県平塚市東八幡４丁目１－１３  

東京靴流通センター本郷台店 247-0008 神奈川県 神奈川県横浜市栄区本郷台２－６－２４ 

新潟県
ASBeeKIDSイオンモール新潟南店 950-0150 新潟県 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1イオンモール新潟南 3F

ASBeeイオンモール新潟南店 950-0150 新潟県 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1イオンモール新潟南 2F

FIND 951-8063 新潟県 新潟県新潟市中央区古町通４－６４１－１Ｆ

GreenBox県央店 959-1232 新潟県 新潟県燕市井土巻3-65イオン県央店内 

GreenBox三条店 955-0082 新潟県 新潟県三条市西裏館2-12-20イオン三条店内 

GreenBox十日町店 948-0056 新潟県 新潟県十日町市川端丑784-1イオン十日町店内 

GreenBox小千谷店 947-8765 新潟県 新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田339イオン小千谷店内 

GreenBox上越店 943-0173 新潟県 新潟県上越市富岡3457イオン上越店内 

GreenBox新潟西店 950-2028 新潟県 新潟県新潟市西区小新南2-1-10イオン新潟西店内 

GreenBox新潟青山店 950-2002 新潟県 新潟県新潟市西区青山2-5-1イオン新潟青山 2F

GreenBox新潟東店 950-8678 新潟県 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2イオン新潟東店内 

GreenBox新潟南店 950-0150 新潟県 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1イオンスタイル新潟南店内 

GreenBox新発田店 957-0061 新潟県 新潟県新発田市住吉町5-11-5イオン新発田店内 

GreenBox長岡店 940-2106 新潟県 新潟県長岡市古正寺1-249-1イオン長岡店内 

GreenBox白根店 950-1213 新潟県 新潟県新潟市南区能登409-2イオン白根店内 

GreenBox六日町店 949-6632 新潟県 新潟県南魚沼市余川3100イオン六日町店内 

Parade糸魚川店 941-0057 新潟県 新潟県糸魚川市南寺町１ー１０ー３

Parade柏崎店 945-0811 新潟県 新潟県柏崎市岩上字刈又２８５

Parade河渡店 950-0015 新潟県 新潟県新潟市東区河渡庚１３５ー１

Parade三条東新保店 955-0863 新潟県 新潟県三条市東新保９ー１３

Parade新発田店 957-0062 新潟県 新潟県新発田市富塚町２ー９６７ー１

Parade上越インター店 942-0063 新潟県 新潟県上越市下門前１６５１

Parade上越高田店 943-0882 新潟県 新潟県上越市中田原字中田原１４６

Parade十日町店 948-0031 新潟県 新潟県十日町市山本町５ー８３６シルクモール十日町店内

Parade長岡アークガレリア店 940-2024 新潟県 新潟県長岡市堺町字浦田２ー６

Parade新津店 956-0035 新潟県 新潟県新潟市秋葉区程島１９２５ー１

Parade見附店 954-0112 新潟県 新潟県見附市上新田町６９６ー１

Parade村上インター店 959-3403 新潟県 新潟県村上市上助渕１０１０

Parade横越店 950-0208 新潟県 新潟県新潟市江南区横越中央８ー２ー５

アルペン新発田店 957-0065 新潟県 新潟県新発田市舟入町３－１０－３

イザワ靴店程島店 956-0035 新潟県 新潟県新潟市秋葉区秋葉区程島１８７６

クローバーリーフ新潟南イオンモール店 950-0150 新潟県 新潟県新潟市江南区下早通柳田１－１－１イオンモール新潟南　１Ｆ  

ささやイオン上越店 943-0173 新潟県 新潟県上越市富岡字天道上越ＳＣアコーレ　１Ｆ

シュープラザ燕三条店 959-1232 新潟県 新潟県燕市 井土巻２丁目１１８ 

シュープラザ亀田アピタ店 950-0157 新潟県 新潟県新潟市江南区鵜ノ子４－４６６ アピタ新潟亀田店　２階 

シュープラザ佐渡店 952-1302 新潟県 新潟県佐渡市市野沢字金山１５４－１

シュープラザ桜木インター店 950-0949 新潟県 新潟県新潟市中央区桜木町１番６号  

シュープラザ新潟小新インター店 950-2028 新潟県 新潟県新潟市西区 小新南２－２－２４ 

シュープラザ新潟松崎店 950-0017 新潟県 新潟県新潟市東区 新松崎２丁目１番８号  

シュープラザ新潟新通り店 950-2035 新潟県 新潟県新潟市西区 新通１０９２－１ ウィズプラザ内

シュープラザ新潟西アピタ店 950-2023 新潟県 新潟県新潟市西区 小新５丁目７番２１号アピタ新潟西店　１Ｆ

シュープラザ新潟万代ラブラ店 950-0088 新潟県 新潟県新潟市中央区万代１丁目５番地１号ＬｏｖｅＬａ万代　４Ｆ 

シュープラザ新発田インター店 957-0065 新潟県 新潟県新発田市舟入町３丁目３番４号  

シュープラザ村上店 958-0823 新潟県 新潟県村上市仲間町２５６番地

シュープラザ竹尾インター店 950-0893 新潟県 新潟県新潟市東区 はなみずき３丁目１番６号 

シュープラザ長岡アクロスプラザ店 940-0857 新潟県 新潟県長岡市沖田１丁目７７番地  アクロスプラザ長岡　内 

シュープラザ柏崎店 945-0035 新潟県 新潟県柏崎市北半田２丁目１４

シューマート三条店 955-0091 新潟県 新潟県三条市上須頃33-1

シューマート上越ｳｨﾝｸﾞ店 943-0173 新潟県 新潟県上越市大字富岡539-2

シューマート新潟南店 950-0923 新潟県 新潟県新潟市中央区姥ヶ山45-1

シューマート長岡ﾏｰｹｯﾄﾓｰﾙ店 940-2103 新潟県 新潟県長岡市古正寺町141番地　長岡ﾏｰｹｯﾄﾓｰﾙ内

スーパースポーツゼビオ アピタ新潟西店 950-2023 新潟県 新潟県新潟市西区小新5丁目7番地21号

スーパースポーツゼビオ 上越店 942-0063 新潟県 新潟県上越市下門前1968番地

スーパースポーツゼビオ 新潟亀田店 950-0156 新潟県 新潟県新潟市江南区早苗4-3-3

スーパースポーツゼビオ 新潟桜木インター店 950-0983 新潟県 新潟県新潟市中央区神道寺2-6-19

スーパースポーツゼビオ 新発田店 957-0063 新潟県 新潟県新発田市新栄町3-3-2

スーパースポーツゼビオ 長岡リバーサイド千秋店 940-2093 新潟県 新潟県長岡市千秋二丁目1087番地1 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ1F

スーパースポーツゼビオ 長岡店 940-2103 新潟県 新潟県長岡市古正寺1丁目180

スポーツオーソリティ新潟南店 950-0150 新潟県 新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 イオンモール新潟南

スポーツデポ燕三条店 955-0093 新潟県 新潟県三条市下須頃五枚田６２番

スポーツデポ上越店 942-0052 新潟県 新潟県上越市上源入６５１番地

スポーツデポ新潟河渡店 950-0015 新潟県 新潟県新潟市東区河渡庚２５９番

スポーツデポ新潟黒埼インター店 950-1101 新潟県 新潟県新潟市西区山田５５番地

スポーツデポ長岡古正寺店 940-2103 新潟県 新潟県長岡市古正寺町３８５番地

ゼビオスポーツ 燕三条店 955-0092 新潟県 新潟県三条市須頃1-44

ゼビオスポーツエクスプレス 新潟駅店 950-0086 新潟県 新潟県新潟市中央区花園一丁目1番21号 CoCoLo南館

ヒグチ靴店 944-0131 新潟県 新潟県上越市板倉区針７９５－１

ヒマラヤ柏崎店 945-0811 新潟県 新潟県柏崎市岩上７－１４

ヒマラヤ長岡店 940-2103 新潟県 新潟県長岡市古正寺町1丁目１６１－１

ワタナベ靴店 940-0022 新潟県 新潟県長岡市新町１－２－１

株式会社かまた新発田店 957-0063 新潟県 新潟県新発田市新栄町



東京靴流通センター吉田店 959-0265 新潟県 新潟県燕市 吉田東町３６８０－１  

東京靴流通センター五泉店 959-1811 新潟県 新潟県五泉市大字三本木字中島６３３－１  

東京靴流通センター小千谷店 947-0042 新潟県 新潟県小千谷市平沢１－９－１１

東京靴流通センター新井店 944-0005 新潟県 新潟県妙高市中川４－１６ 

東京靴流通センター長岡新保店 940-0876 新潟県 新潟県長岡市新保１－２２－１４ 

東京靴流通センター六日町店 949-7145 新潟県 新潟県南魚沼市四十日２６８２－１ 

有限会社恵比須屋 959-1824 新潟県 新潟県五泉市吉沢１－２－６

富山県
ASBeeイオンモールとなみ店 939-1344 富山県 富山県砺波市中神1-174イオンモールとなみ店 1F

ASBeeイオンモール高岡店 933-0813 富山県 富山県高岡市下伏間江383イオンモール高岡 2F

GreenBoxとなみ店 939-1344 富山県 富山県砺波市中神1-174イオンスタイルとなみ店内 

GreenBox高岡店 933-0062 富山県 富山県高岡市江尻331-1イオン高岡店内 

GreenBox高岡南店 933-0813 富山県 富山県高岡市下伏間江383イオンスタイル高岡南店内 

Parade今泉本店 939-8075 富山県 富山県富山市今泉７３番地

Parade魚津店 937-0046 富山県 富山県魚津市上村木２ー９０８

Parade黒部店 938-0801 富山県 富山県黒部市荻生７６８６番地

Parade下飯野店 931-8443 富山県 富山県富山市下飯野町９ー１

Parade高岡店 933-0846 富山県 富山県高岡市扇町１丁目１５の５

Parade天正寺店 930-0955 富山県 富山県富山市天正寺１１０７

Parade砺波店 939-1365 富山県 富山県砺波市三島町１１ー１８

Parade富山羽根店 930-0864 富山県 富山県富山市羽根９７７

アルペンイータウンとなみ店 939-1365 富山県 富山県砺波市三島町１１番２６号　イータウンとなみ敷地内

アルペン高岡店 933-0941 富山県 富山県高岡市内免３５３番１

シュープラザ高岡店 933-0806 富山県 富山県高岡市赤祖父７６５ 

シュープラザ砺波店 939-1362 富山県 富山県礪波市鍋島１１５

シュープラザ富山上飯野店 930-0827 富山県 富山県富山市上飯野字道ノ下２－１  

スーパースポーツゼビオ アピタ富山東店 930-0835 富山県 富山県富山市上冨居3-8-38

スーパースポーツゼビオ 富山蜷川店 939-8222 富山県 富山県富山市蜷川183

スポーツオーソリティとなみ店　 939-1344 富山県 富山県砺波市中神一丁目174 イオンモールとなみ 1階

スポーツオーソリティ高岡店 933-0813 富山県 富山県高岡市下伏間江383番地 イオンモール高岡

スポーツデポファボーレ婦中店 939-2706 富山県 富山県富山市婦中町速星１２３番地の１

東京靴流通センター黒部店 938-0801 富山県 富山県黒部市荻生７１８０－３

東京靴流通センター小杉店 939-0351 富山県 富山県射水市戸破元町１５７６

石川県
ASBeefamアル・プラザ金沢店 920-0014 石川県 石川県金沢市諸江町30-1アル・プラザ金沢 2F

ASBeeKIDSイオンモール新小松店 923-8565 石川県 石川県小松市清六町315イオンモール新小松 3F

ASBeeイオンモールかほく店 929-1198 石川県 石川県かほく市内日角タ25イオンモールかほく 2F

ASBeeイオンモール新小松店 923-8565 石川県 石川県小松市清六町315イオンモール新小松 3F

ASBee白山店 924-0011 石川県 石川県白山市横江町土地区画整理事業地内イオンモール白山

ASBee片町きらら店 920-0981 石川県 石川県金沢市片町2-2-2片町きらら 2F

FeminineCafeかほく催事 929-1198 石川県 石川県かほく市内日角夕25イオンモールかほく 1F

GreenBoxかほく店 929-1198 石川県 石川県かほく市内日角夕25イオンスタイルかほく店内 

GreenBoxもりの里店 920-1165 石川県 石川県金沢市もりの里1-70イオンもりの里店内 

GreenBox加賀の里店 922-0013 石川県 石川県加賀市上河崎町47-1イオン加賀の里店内 

GreenBox金沢店 920-3122 石川県 石川県金沢市福久2-58イオン金沢店内 

GreenBox小松店 923-0036 石川県 石川県小松市平面町ア69イオン小松店内 

GreenBox松任店 924-0841 石川県 石川県白山市平松町102-1イオン松任店内 

GreenBox新小松店 923-8565 石川県 石川県小松市清六町315イオンスタイル新小松店内 

GreenBox白山店 924-0011 石川県 石川県白山市横江町土地区画整理事業地内イオンモール白山

GreenBox野々市南店 921-8835 石川県 石川県石川郡野々市町上林4-747イオン野々市南店内 

Parade金沢高柳店 920-0005 石川県 石川県金沢市高柳町一字４４ー１２

Parade金沢松村店 920-0348 石川県 石川県金沢市松村３丁目３８街区８

Parade野々市上林店 921-8835 石川県 石川県野々市市上林４ー３５１

Parade野々市三日市店 921-8806 石川県 石川県野々市市三日市町７３街区１

アルペン小松沖町店 923-0000 石川県 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業施工地区内仮　5街区1号

シューズ愛ランド小松店 923-0000 石川県 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業施行地区内２７街区４７番

シュープラザ金沢駅西店 920-0025 石川県 石川県金沢市駅西本町２ー２０８ 

シュープラザ金沢工大店 921-8812 石川県 石川県野々市市扇が丘５２３ 

シュープラザ金沢大桑店 921-8045 石川県 石川県金沢市大桑３－６６  １６－１街区１８－１

スーパースポーツゼビオ ｱﾋﾟﾀﾀｳﾝ金沢ﾍﾞｲ店 920-0333 石川県 石川県金沢市無量寺四丁目102番地-1

スーパースポーツゼビオ イオンモール金沢白山 924-0011 石川県 石川県白山市横江町土地区画整理事業施工地区1街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ白山 2階

スーパースポーツゼビオ フェアモール松任店 924-0817 石川県 石川県白山市幸明町150

スポーツオーソリティかほく店 929-1198 石川県 石川県かほく市内日角タ25番 イオンモールかほく1階

スポーツオーソリティ新小松店 923-8565 石川県 石川県小松市清六町315番地 イオンモール新小松3階

スポーツデポ金沢鞍月店 920-8204 石川県 石川県金沢市戸水二丁目１０５番

スポーツデポ金沢大桑店 921-8045 石川県 石川県金沢市大桑２丁目４０５番

フィットハウス　金沢西店 921-8817 石川県 石川県野々市市横宮町１０３ー１

東京靴流通センター羽咋店 925-0027 石川県 石川県羽咋市鶴多町亀田６０－１ 

東京靴流通センター金沢八日市店 921-8064 石川県 石川県金沢市八日市５－５４０

東京靴流通センター七尾店 926-0021 石川県 石川県七尾市本府中町ハ部３４－１  

福井県
Parade鯖江店 916-0038 福井県 福井県鯖江市下河端町１５ー７ー１

シュープラザ敦賀店 914-0814 福井県 福井県敦賀市木崎１２号５－１

シュープラザ福井高柳店 910-0837 福井県 福井県福井市高柳町１丁目９０２番地

シュープラザ福井若杉店 918-8055 福井県 福井県福井市若杉町１丁目３００５番地 

スーパースポーツゼビオ ﾌｪｱﾓｰﾙ福井大和田店 910-0802 福井県 福井県福井市大和田町2-1230

スポーツデポ福井大和田店 910-0802 福井県 福井県福井市大和田１丁目308番地

ヒマラヤ越前店 915-0091 福井県 福井県越前市高木町３７－１－１

東京靴流通センター鯖江店 916-0028 福井県 福井県鯖江市小黒町１－１４－１５  

東京靴流通センター小浜店 917-0073 福井県 福井県小浜市四谷町２０－１５－１  

東京靴流通センター福井下馬店 918-8112 福井県 福井県福井市下馬３－４０４  

山梨県
AFROJACK 406-0024 山梨県 山梨県笛吹市石和町川中島504-1

ASBeeイオンモール甲府昭和店 409-3852 山梨県 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1イオンモール甲府昭和 3F

GreenBox甲府昭和店 409-3852 山梨県 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1イオンスタイル甲府昭和店内 

岡島百貨店 紳士靴売場 400-0031 山梨県 山梨県甲府市丸の内1-21-15 4F

岡島百貨店 婦人靴売場 400-0031 山梨県 山梨県甲府市丸の内1-21-15 1F

靴のフジノヤ 401-0301 山梨県 山梨県南都留郡富士河口湖町船津2986　カワグチコＳ．Ｃベルナイ

クローバーリーフ甲斐双葉ラザウォ店 400-0180 山梨県 山梨県甲斐市志田字柿木６４５－１ラザウォーク甲斐双葉　１Ｆ

シュープラザ甲斐敷島ビバモール店 400-0124 山梨県 山梨県甲斐市中下条２０００番地１号 ビバモール甲斐敷島　２Ｆ  

シュープラザ甲府リバーシティ店 409-3845 山梨県 山梨県中央市山之神１１２２オギノリバーシティＳＣ　１Ｆ 

シュープラザ韮崎ライフガーデン店 407-0015 山梨県 山梨県韮崎市若宮２丁目２番２３号ライフガーデン韮崎　Ａ棟  

シュープラザ富士吉田店 403-0004 山梨県 山梨県富士吉田市 下吉田６丁目２５番３４号 

シューマート甲府向町店 400-0813 山梨県 山梨県甲府市向町202



シューマート甲府昭和店 409-3852 山梨県 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰768ｰ1

スポーツオーソリティ甲府昭和店 409-3852 山梨県 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505－1 イオンモール甲府昭和2階

スポーツデポフォレストモール富士河口湖店 401-0302 山梨県 山梨県南都留郡富士河口湖町小立４２９１番

スポーツデポ甲府昭和インター店 400-0047 山梨県 山梨県甲府市徳行５丁目１２番３０号

スポーツデポ甲府店 400-0814 山梨県 山梨県甲府市上阿原町３５２－１

東京靴流通センター塩山店 404-0037 山梨県 山梨県甲州市塩山西広門田３３０－１

東京靴流通センター山梨櫛形店 400-0301 山梨県 山梨県南アルプス市桃園１７０５－１

東京靴流通センター石和店 406-0032 山梨県 山梨県笛吹市石和町四日市場字 山下町１８１８－１  

東京靴流通センター都留店 402-0001 山梨県 山梨県都留市田野倉字長塚１６１ 

長野県
ASBeefam長野三輪店 380-0803 長野県 長野県長野市三輪9-43-24イオンタウン長野三輪 2F

ASBeeKIDSイオンモール松本店 390-0811 長野県 長野県松本市中央4-9-51イオンモール松本 晴庭 3F

ASBeeイオンモール佐久平店 385-0029 長野県 長野県佐久市佐久平駅南11-10イオンモール佐久平 2F

ASBeeイオンモール松本店 390-0811 長野県 長野県松本市中央4-9-51イオンモール松本 晴庭 3F

GreenBox佐久平店 385-0029 長野県 長野県佐久市佐久平駅南11-10イオン佐久平店内 

GreenBox松本店 390-0811 長野県 長野県松本市中央4-9-51イオンスタイル松本店内 

GreenBox上田店 386-0018 長野県 長野県上田市常田2-12-18イオンスタイル上田店内 

GreenBox中野店 383-0016 長野県 長野県中野市大字一本木252-1イオン中野店内 

GreenBox南松本店 390-0833 長野県 長野県松本市双葉5-20イオン南松本店内 

Parade佐久店 385-0009 長野県 長野県佐久市小田井６１８

アルペン伊那福島店 396-0001 長野県 長野県伊那市福島133

アルペン上田インター店 386-0002 長野県 長野県上田市住吉５８番－２

アルペン諏訪インター店 391-0000 長野県 長野県茅野市中沖１１－２

アルペン飯田インター店 395-0151 長野県 長野県飯田市北方８００－１

アルペン穂高店 399-8303 長野県 長野県安曇野市穂高１３８２－１

ヴィフヴィフ　バイ　クローバーリーフ松本アイシティ２1店 390-1394 長野県 長野県東筑摩郡山形村北野尻７９７７アイシティ２１　１Ｆ

クリピエ長野ＭＩＤＯＲＩ店 380-8543 長野県 長野県長野市南千歳１－２２－６  ＭＩＤＯＲＩ　２Ｆ  

シュープラザ諏訪店 392-0013 長野県 長野県諏訪市沖田町５丁目１９

シュープラザ須坂インター店 382-0045 長野県 長野県須坂市大字井上字１８３０－９

シュープラザ長野檀田アクロス店 381-0052 長野県 長野県長野市大字檀田２丁目３２番３０号アクロスプラザ長野北店内  

シュープラザ飯田アピタ店 395-0804 長野県 長野県飯田市鼎名古熊２４６１番地アピタ飯田店　２Ｆ  

シューマートアミー穂高店 399-8303 長野県 長野県安曇野市穂高2450

シューマート伊那店 396-0021 長野県 長野県伊那市大字西町5333-2

シューマート稲田店 381-0041 長野県 長野県長野市徳間1-12-8

シューマート岡谷ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ店 394-0004 長野県 長野県岡谷市神明町3-1-3

シューマート更埴店 387-0012 長野県 長野県千曲市大字桜堂258番地

シューマート佐久平店 385-0022 長野県 長野県佐久市大字岩村田字松の木1453-3

シューマート松本つかま店 390-0821 長野県 長野県松本市筑摩3-20-1

シューマート松本村井店 399-0036 長野県 長野県松本市村井町南2-21-56

シューマート上田国分店 386-0016 長野県 長野県上田市国分80-6

シューマート須坂店 382-0098 長野県 長野県須坂市墨坂南2-6-3

シューマート中野江部店 383-0045 長野県 長野県中野市大字江部1208番地

シューマート長野稲里店 381-2217 長野県 長野県長野市稲里町中央3-39-1

シューマート長野東和田店 381-0038 長野県 長野県長野市大字東和田字前田沖933-1

シューマート飯田ｲﾝﾀｰ店 395-0804 長野県 長野県飯田市大字鼎字名古熊2135-1

シューマート飯田座光寺店 395-0001 長野県 長野県飯田市座光寺4597-1

シューマート箕輪店 399-4601 長野県 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字割手8962-4

スーパースポーツゼビオ アリオ上田店 386-0025 長野県 長野県上田市天神3丁目5番1号 ｱﾘｵ上田2F

スーパースポーツゼビオ 佐久平店 385-0022 長野県 長野県佐久市岩村田字挟石1444-1

スーパースポーツゼビオ 松本芳川店 399-0035 長野県 長野県松本市村井町北2-14-57

スーパースポーツゼビオ 諏訪店 392-0013 長野県 長野県諏訪市沖田町3-7

スーパースポーツゼビオ 長野南高田店 381-0034 長野県 長野県長野市大字高田1841-1

スーパースポーツゼビオ 飯田鼎店 395-0804 長野県 長野県飯田市鼎名古熊651

スポーツデポ佐久北インター店 384-0808 長野県 長野県小諸市御影新田字香久保2616-1

スポーツデポ長野店 380-0913 長野県 長野県長野市大字川合新田３４０１－１

スポーツデポ南松本店 390-0832 長野県 長野県松本市南松本２－５－４２

チヨダ駒ケ根ベルシャイ店 399-4117 長野県 長野県駒ケ根市赤穂１５６８  ベルシャイン駒ケ根　１Ｆ  

チヨダ広丘ショッピングタウンGAZA広丘店店 399-0702 長野県 長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１  広丘ショッピングタウンＧＡＺＡ  

東京靴流通センター伊那アピタ店 396-0026 長野県 長野県伊那市西町５１８２－１ アピタ伊那店　１Ｆ  

東京靴流通センター下諏訪店 393-0047 長野県 長野県諏訪郡下諏訪町字西赤砂４３８３－１  

東京靴流通センター篠の井店 381-2222 長野県 長野県長野市金井田７４番地  

東京靴流通センター松本並柳店 390-0825 長野県 長野県松本市並柳２丁目８－３

東京靴流通センター上田サンラインあやめの店 386-0151 長野県 長野県上田市芳田字寺田１５０５－２ サンラインあやめの里内 

東京靴流通センター上田原店 386-1102 長野県 長野県上田市大字上田原８０６－１  

東京靴流通センター大町店 398-0002 長野県 長野県大町市大字大町２０７６－４  

東京靴流通センター豊科ショッピング店 399-8201 長野県 長野県安曇野市豊科南穂高８０９ ショッピングタウンとよしな内 

岐阜県
aruko　各務原店 509-0141 岐阜県 岐阜県各務原市鵜沼各務原町８ー７アピタ各務原店内１Ｆ

ASBee FORUMイオンモール大垣店 503-0933 岐阜県 岐阜県大垣市外野2-100イオンモール大垣 1F

ASBeefam岐阜山県店 501-2113 岐阜県 岐阜県山県市高木1355ザ・ビッグエクストラ岐阜山県店内 

ASBeefam岐阜池田店 503-2426 岐阜県 岐阜県揖斐郡池田町八幡字東光田1972-1ザ・ビック岐阜池田店内 

ASBeeKIDS各務原店 504-0943 岐阜県 岐阜県各務原市那加萱場町3-8イオンモール各務原 3F

ASBeeイオンモール各務原店 504-0943 岐阜県 岐阜県各務原市那加萱場町3-8イオンモール各務原 3F

BARNS  関店 501-3936 岐阜県 岐阜県関市倉知516　マーゴ関 1F

BARNS　ｱﾋﾟﾀ北方店 501-0438 岐阜県 岐阜県本巣郡北方町平成２丁目３番地アピタ北方店１Ｆ

BARNS マーサ２１店 502-8521 岐阜県 岐阜県岐阜市正木中１ー２ー１マーサ２１　２Ｆ

BARNS　モレラ岐阜店 501-0406 岐阜県 岐阜県本巣市三橋糸貫川通り１１００番１　モレラ岐阜２Ｆ

BARNS　各務原店 504-0943 岐阜県 岐阜県各務原市那加萱場町３ー８イオンショピングセンター２Ｆ

BARNS　大垣南店 503-0933 岐阜県 岐阜県大垣市外野２ー１００イオン大垣南ＳＣ　２Ｆ

Genki Kidsｶﾗﾌﾙﾀｳﾝ岐阜店 501-6115 岐阜県 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6  カラフルタウン岐阜　２Ｆ

GreenBox各務原店 504-0943 岐阜県 岐阜県各務原市那加萱場町3-8イオン各務原店内 

GreenBox関店 501-3936 岐阜県 岐阜県関市倉知516イオン関店内 

GreenBox岐阜店 502-0882 岐阜県 岐阜県岐阜市正木中1-2-1イオン岐阜店内 

GreenBox大垣店 503-0951 岐阜県 岐阜県大垣市外野2-100イオン大垣店内 

GreenBox柳津店 501-6104 岐阜県 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-1-1イオン柳津店内 

アルペンフレスポ高山店 506-0025 岐阜県 岐阜県高山市天満町１丁目５－８

アルペン多治見店 507-0051 岐阜県 岐阜県多治見市西坂町５－３１－１

アルペン中津川店 509-9132 岐阜県 岐阜県中津川市茄子川２０７７番１８

シーナ（Ｓｃｅｎａ） 506-0031 岐阜県 岐阜県高山市西之一色町３丁目１１８２ー１

シュープラザ羽島インターバロー店 501-6311 岐阜県 岐阜県羽島市上中町長間字沼２６０５－１バロー羽島インター店　内  

シュープラザ岐阜宇佐店 500-8367 岐阜県 岐阜県岐阜市宇佐南１－１４－１ 

シュープラザ岐阜鷺山店 502-0858 岐阜県 岐阜県岐阜市下土居２丁目１７番５号

シュープラザ高山店 506-0053 岐阜県 岐阜県高山市昭和町１－１６７－６  

シュープラザ中津川店 508-0015 岐阜県 岐阜県中津川市手賀野字西沼２７０－１

シュープラザ美濃加茂ＭＥＧＡ店 505-0023 岐阜県 岐阜県美濃加茂市 野笹町２－５－６５　　ＭＥＧＡ  ドン・キホーテＵＮＹ美濃加茂店  



スーパースポーツゼビオ カラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6

スポーツオーソリティイオンタウン大垣店 503-0808 岐阜県 岐阜県大垣市三塚町丹瀬463番地1 イオンタウン大垣

スポーツオーソリティ各務原店 504-0943 岐阜県 岐阜県各務原市那加萱場町3－8 イオンモール各務原

スポーツオーソリティ岐阜ﾏｰｻ21店 502-0882 岐阜県 岐阜県岐阜市正木中1丁目2番1号 

スポーツデポ岐阜県庁前店 500-8384 岐阜県 岐阜県岐阜市藪田南１－１２－１

ヒマラヤ各務原インター店 504-0942 岐阜県 岐阜県各務原市小佐野町１丁目１９番１

ヒマラヤクロスガーデン中津川店 508-0045 岐阜県 岐阜県中津川市かやの木町１番５２号

ヒマラヤ多治見店 507-0023 岐阜県 岐阜県多治見市小田町６－１－４

ヒマラヤ高山店 506-0054 岐阜県 岐阜県高山市岡本町４－１３９

ヒマラヤマーゴ関店 501-3936 岐阜県 岐阜県関市倉知５１６

ヒマラヤモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県 岐阜県本巣市三橋１１００　モレラ岐阜２Ｆ

ヒマラヤラスパ御嵩店 505-0126 岐阜県 岐阜県可児郡御嵩町上恵土１０１０－１　ラスパ御嵩　別棟

ヒマラヤ本館 500-8383 岐阜県 岐阜県岐阜市江添１－４－６

フィットハウス　ｶﾗﾌﾙﾀｳﾝ岐阜店 501-6115 岐阜県 岐阜県岐阜市柳津町丸野３ー３ー６カラフルタウン岐阜　２Ｆ

フィットハウス　可児店 509-0203 岐阜県 岐阜県可児市下恵土字中西８６７

フィットハウス　各務原店 504-0942 岐阜県 岐阜県各務原市小佐野町１ー２４

フィットハウス　恵那店 509-7203 岐阜県 岐阜県恵那市長島町字正家７４３

フィットハウス　北方店 501-0435 岐阜県 岐阜県本巣郡北方町春来町１丁目193

フィットハウス美濃加茂店 505-0036 岐阜県 岐阜県美濃加茂市山手町一丁目１２７番地

靴のエルパス可児店 509-0203 岐阜県 岐阜県可児市下恵土５７５０パティオ可児ＳＣ内

靴のエルパス芥見店 501-3133 岐阜県 岐阜県岐阜市芥見南山２ー１ー８

靴のエルパス各務原店 504-0832 岐阜県 岐阜県各務原市蘇原花園町２ー３８ロックタウン各務原ＳＣ

靴のエルパス垂井店 503-2122 岐阜県 岐阜県不破郡垂井町表佐字大持野５５ー１　ヨシヅヤスーパーセンター内

靴のエルパス輪之内店 503-0204 岐阜県 岐阜県安八郡輪之内町四郷新開２２９　イオンタウン輪之内

東京靴流通センター可児店 509-0201 岐阜県 岐阜県可児市川合字上巾２６２０－２

東京靴流通センター関店 501-3246 岐阜県 岐阜県関市 緑が丘２－５５  

東京靴流通センター岐阜鏡島店 500-8362 岐阜県 岐阜県岐阜市西荘１丁目１番３号 

東京靴流通センター恵那店 509-7203 岐阜県 岐阜県恵那市長島町正家３丁目２－１０ 

東京靴流通センター高山国府店 509-4119 岐阜県 岐阜県高山市国府町広瀬町１６３５－１ 

東京靴流通センター多治見インター店 507-0052 岐阜県 岐阜県多治見市光ヶ丘１丁目６４

東京靴流通センター土岐店 509-5136 岐阜県 岐阜県土岐市泉大島町５丁目７番地  

静岡県
ASBeefam大井川店 421-0205 静岡県 静岡県焼津市宗高1487-1大井川ショッピングタウングランリバー内 

ASBeefam熱海店 413-0015 静岡県 静岡県熱海市中央町19-39マックスバリュ熱海 3F

ASBeefam浜北店 434-0041 静岡県 静岡県浜松市浜北区平口2861サンストリート浜北店内 

ASBeeKIDSマークイズ静岡店 420-0821 静岡県 静岡県静岡市葵区柚木1026マークイズ静岡 3F

ASBeeイオンタウン富士南店 416-0934 静岡県 静岡県富士市鮫島118-10イオン富士南店 2F

ASBeeイオンモール浜松市野店 435-0052 静岡県 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3イオンモール浜松市野 2F

ASBeeイオンモール浜松志都呂店 432-8066 静岡県 静岡県浜松市西区志都呂2-37-1イオンモール浜松志都呂 3F

ASBeeイオンモール富士宮店 418-0032 静岡県 静岡県富士宮市浅間町1-8イオンモール富士宮 2F

ASBeeサントムーン柿田川店 411-0902 静岡県 静岡県駿東郡清水町玉川61-2サントム－ン柿田川 1F

Ashiwellらぼ SHOES HOUSE オオイシ 419-0123 静岡県 静岡県田方郡函南町間宮682

BARNS　イオン浜松店 435-0052 静岡県 静岡県浜松市東区天王町諏訪１９８１ー３　イオン浜松市野ＳＣ　２Ｆ

Genki Kids浜松市野店 435-0052 静岡県 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3  イオンモール浜松市野　２Ｆ

GreenBox焼津店 425-0045 静岡県 静岡県焼津市祢宜島555イオン焼津店内 

GreenBox清水店 424-0871 静岡県 静岡県静岡市清水区上原1-6-16イオン清水店内 

GreenBox袋井店 437-0125 静岡県 静岡県袋井市上山梨4-1-1イオン袋井店内 

GreenBox浜松市野店 435-0052 静岡県 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3イオン浜松市野店内 

GreenBox浜松志都呂店 432-8066 静岡県 静岡県浜松市西区志都呂2-37-1イオン浜松志都呂店内 

GreenBox浜松西店 432-8061 静岡県 静岡県浜松市西区入野町6244-1イオン浜松西店内 

GreenBox富士宮店 418-0032 静岡県 静岡県富士宮市浅間町1-8イオンスタイル富士宮店内 

アルペン掛川店 436-0034 静岡県 静岡県掛川市梅橋字高畑３３９－１

アルペン静岡石田店 422-8074 静岡県 静岡県静岡市駿河区南八幡町９番１号

アルペン藤枝店 426-0033 静岡県 静岡県藤枝市小石川町４－６－４５

アンダンテ 414-0045 静岡県 静岡県伊東市玖須美元和田７２０－１４３

スポーツデポイオンモール浜松市野店 435-0052 静岡県 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3  イオンモール浜松市野　２Ｆ

オカムラ靴店 437-1612 静岡県 静岡県御前崎市池新田5832-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ浜岡S

シューズショップみつぼし掛川店 436-0043 静岡県 静岡県掛川市大池539 ﾊﾞﾛｰ掛川店内

シューズショップみつぼし菊川店 439-0031 静岡県 静岡県菊川市加茂3284-1

シューズショップみつぼし牧之原店 421-0523 静岡県 静岡県牧之原市波津2-48

シューズ愛ランド浜松市野店 435-0052 静岡県 静岡県浜松市東区天王町１９８２-１

シューズ愛ランド浜松入野店 432-8061 静岡県 静岡県浜松市西区入野町９９１８-４

シュープラザ下川原店 421-0113 静岡県 静岡県静岡市駿河区下川原南９－６  

シュープラザ御殿場店 412-0043 静岡県 静岡県御殿場市新橋字樋口１９０５ー１

シュープラザ三島日清プラザ店 411-0838 静岡県 静岡県三島市中田町９－３０イトーヨーカドー三島店　１Ｆ 

シュープラザ三島梅名店 411-0816 静岡県 静岡県三島市梅名３１１－１  

シュープラザ焼津店 425-0045 静岡県 静岡県焼津市禰宜島字立通り２５－１

シュープラザ裾野店 410-1123 静岡県 静岡県裾野市伊豆島田３８２－１ 

シュープラザ静岡フレスポ店 424-0067 静岡県 静岡県静岡市清水区鳥坂８６０ フレスポ静岡内

シュープラザ袋井店 437-0062 静岡県 静岡県袋井市泉町１－１－１１

シュープラザ磐田店 438-0072 静岡県 静岡県磐田市鳥之瀬９６

シュープラザ浜松葵イオンタウン店 433-8111 静岡県 静岡県浜松市中区 葵西３丁目２５－１  イオンタウン浜松葵　内 

シュープラザ富士宮店 418-0075 静岡県 静岡県富士宮市田中町１２９－１

シュープラザ富士店 416-0906 静岡県 静岡県富士市本市場６０９－１

スーパースポーツゼビオ ららぽーと沼津店 410-8541 静岡県 静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3 2階 27010

スーパースポーツゼビオ ららぽーと磐田店 438-0801 静岡県 静岡県磐田市高見丘1200番地 2階2190

スーパースポーツゼビオ 浜松宮竹店 435-0048 静岡県 静岡県浜松市東区上西町1020-1

スポーツオーソリティ浜松志都呂店 432-8069 静岡県 静岡県浜松市西区志都呂2丁目37番1号 イオンモール浜松志都呂 2Ｆ

スポーツショップ アラジン 424-0834 静岡県 静岡県静岡市清水区浜田町10-29

スポーツショップ アラジン静岡店 420-0871 静岡県 静岡県静岡市葵区昭府1-8-54

スポーツデポプレ葉ウォーク浜北店 434-8502 静岡県 静岡県浜松市浜北区貴布祢１２００

スポーツデポマークイズ静岡店 420-0821 静岡県 静岡県静岡市葵区柚木１９１

スポーツデポ沼津店 410-0033 静岡県 静岡県沼津市杉崎町１１－５０

スポーツデポ富士南店 416-0945 静岡県 静岡県富士市宮島　８４１－１

チヨダ下田とうきゅう店 415-0035 静岡県 静岡県下田市東本郷１－２－１ 東急プラザ　１Ｆ 

ヒマラヤアピタ島田店 427-0016 静岡県 静岡県島田市宝来町８番２号　アピタ島田店１Ｆ

ヒマラヤイオンモール富士宮店 418-0032 静岡県 静岡県富士宮市浅間町１番８号　イオンモール富士宮１Ｆ

フィットハウス　沼津店 410-0007 静岡県 静岡県沼津市西沢田字直路４８１

フィットハウス　静岡店 424-0068 静岡県 静岡県静岡市清水区長崎南町１１１番地

フィットハウス　磐田店 438-0818 静岡県 静岡県磐田市豊田町下万能４１３

ワシントン靴店 410-0801 静岡県 静岡県沼津市大手町５－３－６

ワシントン靴店本店 410-0801 静岡県 静岡県沼津市大手町５－３－６

靴のエルパスイオンタウン湖西店 431-0431 静岡県 静岡県湖西市鷲津字分川３０８５イオンタウン湖西内

靴のエルパス浜松店 433-8113 静岡県 静岡県浜松市中区小豆餅４ー１５ー１

東京靴流通センター伊東鎌田店 414-0035 静岡県 静岡県伊東市南町１－３－１２

東京靴流通センター伊東店 414-0002 静岡県 静岡県伊東市湯川４－５３４－２ 



東京靴流通センター伊豆長岡店 410-2211 静岡県 静岡県伊豆の国市 長岡字皆沢１８４－１  

東京靴流通センター下田店 415-0017 静岡県 静岡県下田市東中６－８

東京靴流通センター駿東店 411-0903 静岡県 静岡県駿東郡清水町  堂庭字柳添８８－１ 

東京靴流通センター沼津宮前店 410-0062 静岡県 静岡県沼津市宮前町１－８ 

東京靴流通センター沼津原店 410-0306 静岡県 静岡県沼津市大塚１０２９－１

東京靴流通センター沼津八間通り店 410-0833 静岡県 静岡県沼津市三園町７５６－４

東京靴流通センター焼津インター店 425-0091 静岡県 静岡県焼津市八楠４丁目３番地２１  

東京靴流通センター清水高橋バロー店 424-0041 静岡県 静岡県静岡市清水区高橋５丁目１番１号  バロー清水高橋店　２階 

東京靴流通センター清水店 424-0861 静岡県 静岡県静岡市清水区船越１丁目１３番５号  

東京靴流通センター静岡流通通り店 420-0801 静岡県 静岡県静岡市葵区 東千代田１－７－１０  

東京靴流通センター島田店 427-0047 静岡県 静岡県島田市中溝町２５８６  

東京靴流通センター藤枝築地店 426-0031 静岡県 静岡県藤枝市築地４０４－１  

東京靴流通センター藤枝店 426-0034 静岡県 静岡県藤枝市駅前３－１３－２２ 

東京靴流通センター磐田イオンタウン店 438-0026 静岡県 静岡県磐田市西貝塚横須賀道北３６９０  イオンタウン磐田　１Ｆ 

東京靴流通センター浜松原島店 435-0047 静岡県 静岡県浜松市東区 原島町２９８番地

東京靴流通センター浜松都田カインズ店 431-2103 静岡県 静岡県浜松市北区 新都田３－１－２ ベイシア電器　内 

東京靴流通センター浜松南浅田エスコート店 432-8044 静岡県 静岡県浜松市中区 南浅田２－１３－１５エスコート南浅田ＳＣ　内  

東京靴流通センター浜北店 434-0014 静岡県 静岡県浜松市浜北区本沢合７７２ 

東京靴流通センター富士中央店 417-0052 静岡県 静岡県富士市中央町３－９－２４ 

東京靴流通センター富士店 416-0916 静岡県 静岡県富士市平垣字割新田１０９－１５ 

東京靴流通センター豊田町立野店 438-0821 静岡県 静岡県磐田市立野２００８－８

有限会社カミヤ洋品店 413-0513 静岡県 静岡県賀茂郡河津町浜１４０－１

愛知県
aruko　江南店 483-8259 愛知県 愛知県江南市上奈良町栄４１平和堂江南店１Ｆ

aruko　高橋店 471-0014 愛知県 愛知県豊田市東山町１丁目５番地イオン高橋店１Ｆ

aruko　小牧店 485-0831 愛知県 愛知県小牧市東１ー１２６イオン小牧店２Ｆ

aruko　青木店 470-0335 愛知県 愛知県豊田市青木町４ー５７豊田第一共同ショッピングセンター１Ｆ

aruko　中川店 454-0972 愛知県 愛知県名古屋市中川区新家１ー２４２１アズパーク１Ｆ

ASBee FORUMイオンモールナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3イオンモールナゴヤドーム前 3F

ASBeefamフランテ豊橋店 441-8087 愛知県 愛知県豊橋市牟呂町扇田21-1汐田フランテ館店内 

ASBeefam岡崎アルテ店 444-2132 愛知県 愛知県岡崎市井ノ口新町2-10アルテ岡崎北店 2F

ASBeefam岡崎コムタウン店 444-0859 愛知県 愛知県岡崎市上六名町宮前1コムタウン店内 

ASBeefam八事店 466-0834 愛知県 愛知県名古屋市昭和区広路町石坂2-1イオン八事 2F

ASBeefam有松店 458-0824 愛知県 愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200イオンタウン有松 2F

ASBeeKIDSイオンモール長久手店 480-1103 愛知県 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区 イオンモール長久手 3Ｆ

ASBeeKIDS常滑店 479-0882 愛知県 愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンモール常滑 2F

ASBeeKIDS東浦 470-2102 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2イオンモール東浦 1F

ASBeeKIDS名古屋茶屋店 455-0858 愛知県 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11イオンモール名古屋茶屋 3F

ASBeemozoワンダーシティ店 452-0817 愛知県 愛知県名古屋市西区二方町40mozoワンダーシティ 4F

ASBeeアイモール三好店 470-0224 愛知県 愛知県みよし市三好町青木88アイ・モール三好 2F

ASBeeアピタ長久手店 480-1124 愛知県 愛知県長久手市戸田谷901アピタ長久手 B1

ASBeeイオンタウン名西店 451-0015 愛知県 愛知県名古屋市西区香呑町6-49-1イオンタウン名西 2F

ASBeeイオンモール岡崎店 444-0840 愛知県 愛知県岡崎市戸崎町38-5イオンモール岡崎 3F

ASBeeイオンモール常滑店 479-0882 愛知県 愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンモール常滑 2F

ASBeeイオンモール新瑞橋店 457-0012 愛知県 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10イオンモール新瑞橋 2F

ASBeeイオンモール大高店 459-8016 愛知県 愛知県名古屋市緑区南大高2-450イオンモール大高 2F

ASBeeイオンモール長久手店 480-1103 愛知県 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区 イオンモール長久手 4Ｆ

ASBeeイオンモール東浦店 470-2102 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2イオンモール東浦 2F

ASBeeイオンモール熱田店 456-8763 愛知県 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11イオンモール熱田 2F

ASBeeイオンモール扶桑店 480-0105 愛知県 愛知県丹羽郡扶桑町南山名高塚5-1イオンモール扶桑 2F

ASBeeイオンモール名古屋茶屋店 455-0858 愛知県 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11イオンモール名古屋茶屋 3F

ASBeeイオンモール木曽川店 493-0001 愛知県 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1イオンモール木曽川 2F

ASBeeイオン豊橋南店 441-8124 愛知県 愛知県豊橋市野依町字落合1-12イオン豊橋南 1F

ASBee香久山店 470-0134 愛知県 愛知県日進市香久山3-201-1 

ASBee今池本店 464-0850 愛知県 愛知県名古屋市千種区今池3-4-10 

BARNS mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店 452-0817 愛知県 愛知県名古屋市西区二方町４０イオンモールｍｏｚｏワンダーシティ　３Ｆ

BARNS　イオン扶桑店 480-0105 愛知県 愛知県丹羽郡扶桑町南山名高塚５ー１　イオン扶桑ショッピングセンター１Ｆ

BARNS ｷﾘｵ店 493-0001 愛知県 愛知県一宮市木曽川町黒田八ヶ池２５ー１　ダイヤモンドシティキリオ３Ｆ

BARNS　ドーム前店 461-0048 愛知県 愛知県名古屋市東区矢田南４丁目１０２ー３番地　イオンナゴヤドーム前２Ｆ

BARNS　岡崎店 444-0911 愛知県 愛知県岡崎市日名北町４ー４６アピタ岡崎店２Ｆ

BARNS　大高店 459-8001 愛知県 愛知県名古屋市緑区大高町奥平子１ー１　イオン大高ショッピングセンター３Ｆ

BARNS　熱田店 456-8763 愛知県 愛知県名古屋市熱田区六野１ー２ー１１イオン熱田ショッピングセンターモール内３Ｆ

BARNS　名古屋茶屋店 455-0858 愛知県 愛知県名古屋市港区西茶屋２ー１１イオンモール名古屋茶屋３Ｆ区画３０４２

BARNSssイオンモール常滑店 479-0882 愛知県 愛知県常滑市りんくう町２ー２０ー３イオンモール常滑２Ｆ区画２０４１

BARNSssイオンモール長久手店 480-1100 愛知県 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内イオン長久手３Ｆ３０２９

FeminineCafe常滑店 479-0882 愛知県 愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンモール常滑 2F

FeminineCafe東浦店 470-2102 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2イオンモール東浦 2F

FeminineCafe名古屋茶屋店 455-0858 愛知県 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11イオンモール名古屋茶屋 2F

Genki Kids+ﾘｰﾌｳｫｰｸ稲沢店 492-8601 愛知県 愛知県稲沢市長野7-1-2  リーフウォーク稲沢　２Ｆ

Genki Kidsｴｱﾎﾟｰﾄｳｫｰｸ名古屋店 480-0288 愛知県 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1-8 エアポートウォーク名古屋　３Ｆ

Genki Kidsﾋﾙｽﾞｳｫｰｸ徳重ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店 458-0852 愛知県 愛知県名古屋市緑区元徳重1-505  ヒルズウォーク徳重ガーデンズ　２Ｆ

Genki Kidsららぽーと愛知東郷店 470-0186 愛知県 愛知県愛知郡東郷町　東郷中央土地区画整理事業62街区1･3  ららぽーと愛知東郷 ３F

Genki Kidsららぽーと名古屋みなとｱｸﾙｽ店 455-8501 愛知県 愛知県名古屋市港区港明2-3-2　ららぽーと名古屋みなとアクルス ３F

GreenBoxナゴヤドーム前店 460-0048 愛知県 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3イオンナゴヤドーム前店内 

GreenBoxワンダーシティ店 452-0817 愛知県 愛知県名古屋市西区二方町40イオンスタイルワンダーシティー店内 

GreenBox岡崎南店 444-0840 愛知県 愛知県岡崎市戸崎町ばら山1-1イオン岡崎南店内 

GreenBox高橋店 471-0014 愛知県 愛知県豊田市東山町1-5-1イオン高橋店内 

GreenBox三好店 470-0224 愛知県 愛知県みよし市三好町青木91イオン三好店内 

GreenBox守山店 463-0812 愛知県 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3-1228イオン守山店内 

GreenBox春日井店 486-0927 愛知県 愛知県春日井市柏井町4-17イオン春日井店内 

GreenBox小牧店 485-0831 愛知県 愛知県小牧市東1-126イオン小牧店内 

GreenBox常滑店 479-0882 愛知県 愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンスタイル常滑店内 

GreenBox新瑞橋店 457-0012 愛知県 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10イオン新瑞橋店内 

GreenBox瀬戸みずの店 489-0909 愛知県 愛知県瀬戸市みずの坂2-253イオン瀬戸みずの店内 

GreenBox大高店 459-8016 愛知県 愛知県名古屋市緑区南大高2-450イオン大高店内

GreenBox長久手店 480-1103 愛知県 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区 イオンスタイル長久手 2Ｆ

GreenBox東浦店 470-2102 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2イオンスタイル東浦店内 

GreenBox南陽店 455-0873 愛知県 愛知県名古屋市港区春田野1-330イオン南陽店内 

GreenBox熱田店 456-0023 愛知県 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11イオン熱田店内 

GreenBox半田店 475-0837 愛知県 愛知県半田市有楽町8-7イオン半田店内 

GreenBox扶桑店 480-0105 愛知県 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1イオン扶桑店内 

GreenBox豊橋南店 441-8124 愛知県 愛知県豊橋市野依町字落合1-12イオン豊橋南店 2F

GreenBox豊川店 442-0048 愛知県 愛知県豊川市開運通2-31イオン豊川店内 

GreenBox豊田店 471-0864 愛知県 愛知県豊田市広路町1-1イオンスタイル豊田店内 

GreenBox名古屋茶屋店 455-0858 愛知県 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11イオンスタイル名古屋茶屋店内

GreenBox木曽川店 493-0001 愛知県 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1イオン木曽川店内 



heal me金山店 460-0022 愛知県 愛知県名古屋市中区金山1-17−1アスナル金山店 

SH オークラ 484-0073 愛知県 愛知県犬山市天神町１ー１キャスタ１Ｆ

アルペン岡崎店 444-0912 愛知県 愛知県岡崎市井田西町４－２

アルペン長久手店 480-1123 愛知県 愛知県長久手市東狭間１００２番地

イシハラカーマ店 442-0857 愛知県 愛知県豊川市八幡町足洗６１ー１

クローバーリーフ赤池プライムツリー店 470-0126 愛知県 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番 プライムツリー赤池　２Ｆ  

シューズ・バック大丸蒲郡店 443-0055 愛知県 愛知県蒲郡市八百富町７ー３４サンヨネ蒲郡店内

シュープラザ　イオンメイトピア店 465-0081 愛知県 愛知県名古屋市名東区高間町５０１－１ イオンメイトピア店　２Ｆ  

シュープラザ岡崎店 444-2121 愛知県 愛知県岡崎市鴨田町字広元１４３ 

シュープラザ岩倉アピタ店 482-0024 愛知県 愛知県岩倉市旭町１丁目２５番地  アピタ岩倉店　１Ｆ  

シュープラザ春日井イオン店 486-0927 愛知県 愛知県春日井市柏井町４－１７イオン春日井　２Ｆ  

シュープラザ千代田橋アピタ店 464-0011 愛知県 愛知県名古屋市千種区千代田橋２－１－１  アピタ千代田橋　２Ｆ

シュープラザ長久手店 480-1167 愛知県 愛知県長久手市仲田７０２番地  

シュープラザ東海荒尾アピタ店 476-0003 愛知県 愛知県東海市荒尾町山王前２０番地アピタ東海荒尾店２Ｆ

シュープラザ半田店 475-0914 愛知県 愛知県半田市土井山町１－２０４－７

シュープラザ豊橋北山店 441-8105 愛知県 愛知県豊橋市北山町字西原３８－２１

シュープラザ豊田メグリアセントレ店 471-0027 愛知県 愛知県豊田市喜多町１－１４０ メグリアセントレ　２Ｆ 

シュープラザ名古屋滝ノ水店 458-0021 愛知県 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目８０３ 

シュープラザ名古屋東イオン店 465-0008 愛知県 愛知県名古屋市名東区猪子石原２丁目１７０１番地イオン名古屋東店１Ｆ

シュープラザ名古屋北アピタ店 462-0032 愛知県 愛知県名古屋市北区辻町９丁目１番地 アピタ名古屋北店　２Ｆ 

スーパースポーツゼビオ ららぽーと名古屋みなとアクルス店 455-8501 愛知県 愛知県名古屋市港区港明2-3-2 ららぽｰと名古屋みなとｱｸﾙｽ 1F 1300号室

スーパースポーツゼビオ 岡崎インター店 444-0008 愛知県 愛知県岡崎市洞町字的場10-1

スーパースポーツゼビオ 三河安城店 446-0058 愛知県 愛知県安城市三河安城南町1丁目9番地18

スーパースポーツゼビオ 豊橋向山店 440-0858 愛知県 愛知県豊橋市つつじヶ丘1-11-3

スーパースポーツゼビオ 豊田東新店 471-0045 愛知県 愛知県豊田市東新町6-17-1 豊田ﾗｯﾂ2F

スーパースポーツゼビオ 名古屋ゼロゲート店 460-0008 愛知県 愛知県名古屋市中区栄3-28-11 3階

スーパースポーツゼビオ 名古屋砂田橋店 461-0045 愛知県 愛知県名古屋市東区砂田橋1丁目1番10 砂田橋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2階

スーパースポーツゼビオ 名古屋富田店 454-0953 愛知県 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津西乗江525-2

スポーツオーソリティ岡崎店 444-0840 愛知県 愛知県岡崎市戸崎町字外山38－5 イオンモール岡崎

スポーツオーソリティ三好店 470-0224 愛知県 愛知県みよし市三好町青木91番地 イオン三好店・アイモール

スポーツオーソリティ守山店 463-0812 愛知県 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3丁目1228番地 イオン守山

スポーツオーソリティ常滑店 479-0882 愛知県 愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3 イオンモール常滑2Ｆ

スポーツオーソリティ大高店 459-8016 愛知県 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450番地 イオンモール大高 2階

スポーツオーソリティ東浦店 470-2102 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13－2  イオンモール東浦

スポーツオーソリティ熱田店 456-8763 愛知県 愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2番11号  イオンモール熱田

スポーツオーソリティ豊橋南店 441-8124 愛知県 愛知県豊橋市野依町字落合1－12 イオン豊橋南店1階

スポーツオーソリティ名古屋茶屋店 455-0858 愛知県 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11 イオンモール名古屋茶屋2階

スポーツオーソリティ木曽川店 493-0001 愛知県 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ッヶ池25－1 イオンモール木曽川

スポーツデポ　mozoワンダーシティ店 452-0817 愛知県 愛知県名古屋市西区二方町４０番

スポーツデポ　ららぽーと愛知東郷店 470-0186 愛知県 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業６２街区１・３ららぽーと愛知東郷３階

スポーツデポアルペンモール守山志段味店 463-0003 愛知県 愛知県名古屋市守山区下志段味字南荒田２３００番１

スポーツデポみなと稲永駅前店 455-0841 愛知県 愛知県名古屋市港区一州町１－３

スポーツデポ一宮店 491-0063 愛知県 愛知県一宮市常願通７丁目２７番地

スポーツデポ砂田橋店 461-0045 愛知県 愛知県名古屋市東区砂田橋４丁目１番６０号

スポーツデポ山王店 454-0011 愛知県 愛知県名古屋市中川区山王２－３－４７

スポーツデポ小牧店 485-0046 愛知県 愛知県小牧市堀の内５－１４６

スポーツデポ西尾店 445-0872 愛知県 愛知県西尾市矢曽根町長配８番地

スポーツデポ東浦店 470-2102 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字緒川字北新田８－１

スポーツデポ豊橋店 440-0851 愛知県 愛知県豊橋市前田南町２丁目１７番地

スポーツデポ豊川店 442-0884 愛知県 愛知県豊川市光明町1丁目１９

スポーツデポ名西店 451-0064 愛知県 愛知県名古屋市西区名西二丁目３３番８号

スポーツデポ有松インター店 458-0911 愛知県 愛知県名古屋市緑区南陵601番地　有松ジャンボリー内

チヨダ　ヨシヅヤ太平通り店 454-0842 愛知県 愛知県名古屋市中川区宮脇町２－１１ボナンプラザヨシヅヤ太平通１Ｆ  

チヨダＣＳ津島イッツボ店 496-0027 愛知県 愛知県津島市大字津島北新開３５１番地  ヨシヅヤ新津島本店　２Ｆ  

チヨダ甚目寺ヨシヅヤ店 490-1111 愛知県 愛知県あま市甚目寺五位田１２８  ヨシヅヤ甚目寺店　２Ｆ 

チヨダ中村パレマルシェ店 453-0842 愛知県 愛知県名古屋市中村区剣町１  名鉄パレ

チヨダ名古屋エスカ店 453-0015 愛知県 愛知県名古屋市中村区椿町６－９

ヒマラヤアピタ稲沢店 492-8275 愛知県 愛知県稲沢市天池五反田町1　アピタ稲沢１Ｆ

ヒマラヤ蒲郡店 443-0037 愛知県 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田１番地２６

ヒマラヤギャラリエアピタ知立店 472-0045 愛知県 愛知県知立市長篠町大山１８番地１　ギャラリエアピタ知立店２Ｆ

ヒマラヤ東海店 476-0003 愛知県 愛知県東海市荒尾町見幕８８

ヒマラヤリブレ豊田元宮店 471-0871 愛知県 愛知県豊田市元宮町２丁目１１番　リブレ豊田元宮２Ｆ

ヒマラヤ春日井店 486-0857 愛知県 愛知県春日井市浅山町３－１６－７

ヒマラヤ半田店 475-0922 愛知県 愛知県半田市昭和町２－３８

フィットハウス　安城店 446-0059 愛知県 愛知県安城市三河安城本町２ー１０ー１８

フィットハウス　三好店 470-0224 愛知県 愛知県みよし市三好町上砂後８ー１４

フィットハウス　小牧店 485-0021 愛知県 愛知県小牧市二重堀１８９ー１

フィットハウス　東海店 476-0002 愛知県 愛知県東海市名和町向田１ー１

フィットハウス 豊川店 442-0823 愛知県 愛知県豊川市正岡町池田６９４ー１モール棟内フィットハウス

フィットハウス名古屋千種 460-0007 愛知県 愛知県名古屋市中区新栄３丁目２０番２４号

マイシューズランンド大治店 490-1137 愛知県 愛知県海部郡大治町堀之内字大堀１９２ー１

靴のエルパスアスカ尾張旭店 488-0801 愛知県 愛知県尾張旭市東大道町原田２５２５アスカＳＣ内

靴のエルパスアスティ店 464-0004 愛知県 愛知県名古屋市千種区京命１ー１ー３２アスティＳＣ　２Ｆ

靴のエルパスアンディ店 446-0072 愛知県 愛知県安城市住吉町３ー５ー２８アンディショッピングセンター内

靴のエルパスサンライフ春日井店 486-0917 愛知県 愛知県春日井市美濃町２ー１５ナフコ　サンライフ店内

靴のエルパスパール稲沢店 492-8164 愛知県 愛知県稲沢市井之口大坪町８０ー１フィールパールシティ内　１Ｆ

靴のエルパス安城高棚店 446-0053 愛知県 愛知県安城市高棚町中島１３８フィールＤ街道　１Ｆ

靴のエルパス岡崎店 444-0817 愛知県 愛知県岡崎市不吹町１ー２フィールニュース内

靴のエルパス開明店 494-0001 愛知県 愛知県一宮市開明字南井保里２ザ・チャレンジハウス開明店内

靴のエルパス刈谷店 448-0007 愛知県 愛知県刈谷市東境町京和１ロックタウン刈谷ＳＣ内

靴のエルパス高辻店 466-0058 愛知県 愛知県名古屋市昭和区白金３ー６ー２４シャンピアポート２Ｆ

靴のエルパス清洲ヨシヅヤ店 452-0941 愛知県 愛知県清須市西市場５ー５ー６ヨシヅヤ清洲店　１Ｆ

靴のエルパス西春店 481-0004 愛知県 愛知県北名古屋市鹿田若宮３９２６ー１０　パレマルシェ西春　２Ｆ

靴のエルパス西尾店 445-0872 愛知県 愛知県西尾市矢曽根町長配８フィール西尾ＳＣ内

靴のエルパス西友タカバリ店 465-0068 愛知県 愛知県名古屋市名東区牧の里１ー４０１　西友高針店２Ｆ

靴のエルパス太平通り店 454-0835 愛知県 愛知県名古屋市中川区八家町３ー２８　アルテ太平通り店内

靴のエルパス知多店 478-0001 愛知県 愛知県知多市八幡種池１４４フィールアストリー　１Ｆ

靴のエルパス日進店 470-0113 愛知県 愛知県日進市栄１ー２０１フィール日進店内２Ｆ

靴のエルパス八田店 454-0912 愛知県 愛知県名古屋市中川区野田町１ー２５０　フィールアイアイプラザ内２Ｆ

靴のエルパス美浜店 470-2413 愛知県 愛知県知多郡美浜町古布屋敷７３ー１　フィール美浜店内

靴のエルパス北テラス店 496-0813 愛知県 愛知県津島市片岡町６０ヨシヅヤ津島北テラス内

靴のエルパス弥富店 498-0014 愛知県 愛知県弥富市五明町蒲原１３７１ー４ジャスコイオンタウン弥富ＳＣ

東京靴流通センター　カーマ半田乙川店 475-0058 愛知県 愛知県半田市乙川吉野町４３番地  カーマホームセンター半田乙川店  

東京靴流通センター一宮店 491-0879 愛知県 愛知県一宮市白旗通り４丁目２９－３

東京靴流通センター岡崎上和田店 444-0201 愛知県 愛知県岡崎市上和田町字南天白５番地１  エルエルタウン　１Ｆ

東京靴流通センター岡崎北店 444-2137 愛知県 愛知県岡崎市薮田１－３－１  



東京靴流通センター蟹江店 497-0055 愛知県 愛知県海部郡蟹江町  学戸６－１８ 

東京靴流通センター蒲郡クラスポ店 443-0037 愛知県 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田１－２６ クラスポ蒲郡　１Ｆ  

東京靴流通センター刈谷店 448-0013 愛知県 愛知県刈谷市恩田町３丁目１６１番地１２  

東京靴流通センター犬山楽田店 484-0853 愛知県 愛知県犬山市字横町１２４－１

東京靴流通センター幸田カメリアガーデン店 444-0117 愛知県 愛知県額田郡幸田町  大字相見字蒲原６７  カメリアガーデン幸田　内  

東京靴流通センター高浜店 444-1305 愛知県 愛知県高浜市神明町１丁目５－１１  

東京靴流通センター守山志段味アルペンモール店 463-0003 愛知県 愛知県名古屋市守山区下志段味南荒田２３３０－１  

東京靴流通センター春日井店 486-0856 愛知県 愛知県春日井市梅ケ坪町９９－１

東京靴流通センター小牧店 485-0033 愛知県 愛知県小牧市郷中１－４５ 

東京靴流通センター植田ピアゴ店 468-0009 愛知県 愛知県名古屋市天白区元植田１－３０２ ピアゴ植田店　２Ｆ  

東京靴流通センター新城店 441-1326 愛知県 愛知県新城市字中野１６－１  

東京靴流通センター瀬戸水野店 489-0983 愛知県 愛知県瀬戸市苗場町５９番地  

東京靴流通センター西春店 481-0032 愛知県 愛知県北名古屋市 弥勒寺西２丁目３５ 

東京靴流通センター西尾市役所通り店 445-0062 愛知県 愛知県西尾市丁田町上ノ切６６

東京靴流通センター大森店 463-0045 愛知県 愛知県名古屋市守山区菱池町１２－１８

東京靴流通センター知立店 472-0004 愛知県 愛知県知立市南陽１－５６ 

東京靴流通センター津島店 496-0027 愛知県 愛知県津島市大字津島字北新開９１－１ 

東京靴流通センター田原店 441-3421 愛知県 愛知県田原市田原町南新地６９－１  

東京靴流通センター東海店 476-0013 愛知県 愛知県東海市中央町４丁目５１

東京靴流通センター徳重店 458-0815 愛知県 愛知県名古屋市緑区徳重１丁目２１９番地  

東京靴流通センター尾西店 494-0007 愛知県 愛知県一宮市小信中島字郷東４０ 

東京靴流通センター扶桑店 480-0107 愛知県 愛知県丹羽郡扶桑町  高木福１４２５  

東京靴流通センター碧南店 447-0876 愛知県 愛知県碧南市野田町６１

東京靴流通センター豊橋花田店 441-8019 愛知県 愛知県豊橋市花田町字荒木３３－３  

東京靴流通センター豊橋柱店 441-8059 愛知県 愛知県豊橋市柱五番町４

東京靴流通センター豊橋飯村店 440-0834 愛知県 愛知県豊橋市飯村北２丁目２９ー２  

東京靴流通センター豊川インター店 442-0806 愛知県 愛知県豊川市牧野町二丁目６  

東京靴流通センター豊川八幡店 442-0857 愛知県 愛知県豊川市八幡町字足洗１６，１７

東京靴流通センター豊田若宮店 471-0026 愛知県 愛知県豊田市若宮町５－５－１

東京靴流通センター豊田大林店 473-0902 愛知県 愛知県豊田市大林町１５－６－８ 

東京靴流通センター豊田美里店 471-0808 愛知県 愛知県豊田市渋谷町２－１－４

東京靴流通センター名古屋南スーパービバホーム店 457-0841 愛知県 愛知県名古屋市南区豊田５丁目２１番１号  

三重県
Angelique　イオン桑名店 511-0863 三重県 三重県桑名市新西方１ー２２イオンモール桑名２Ｆ

ASBeefamアピタ松阪三雲店 515-2121 三重県 三重県松阪市市場庄町1266-1アピタ松阪三雲 2F

ASBeefamイオンタウン津城山店 514-1112 三重県 三重県津市久居小野辺町1130-7イオンタウン津城山 2F

ASBeefam亀山店 519-0124 三重県 三重県亀山市東御幸町222亀山エコー 1F

ASBeefam菰野店 510-1232 三重県 三重県三重郡菰野町大字宿野字神明田357イオンタウン菰野店内 

ASBeefam津河芸店 510-0305 三重県 三重県津市河芸町中別保丸垣内100ザ･ビッグエクストラ津河芸店内 

ASBeefam日永カヨー店 510-0885 三重県 三重県四日市市日永4-2-41日永カヨー 2F

ASBeeKIDS東員店 511-0255 三重県 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1イオンモール東員 3F

ASBeeイオンタウン伊勢ララパーク店 516-0007 三重県 三重県伊勢市小木町538イオンタウン伊勢ララパーク 2F

ASBeeイオンモール桑名店 511-0863 三重県 三重県桑名市新西方1-22イオンモール桑名 2F

ASBeeイオンモール四日市北店 510-8016 三重県 三重県四日市市富州原町2-40イオンモール四日市北 1F

ASBeeイオンモール東員店 511-0255 三重県 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1イオンモール東員 3F

ASBeeイオンモール明和店 515-0348 三重県 三重県多気郡明和町中村1223イオンモール明和 1F

ASBeeイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2イオンモール鈴鹿 2F

ASBee津南店 514-0817 三重県 三重県津市高茶屋小森町145イオンモール津南 2F

BARNSss　イオンモール津南店 514-0817 三重県 三重県津市高茶屋小森町１４５番地イオンモール津南３Ｆ

FeminineCafeイオンモール東員店 511-0255 三重県 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1イオンモール東員 2F

Genki Kids桑名店 511-0863 三重県 三重県桑名市新西方1-22  イオンモール桑名　３Ｆ

GreenBoxkutsura 津南店 514-0817 三重県 三重県津市高茶屋小森町145イオンスタイル津南 3F

GreenBox阿児店 517-0501 三重県 三重県志摩市阿児町鵜方3215イオン阿児店内 

GreenBox伊賀上野店 518-0838 三重県 三重県伊賀市上野茅町2519イオン伊賀上野店内 

GreenBox伊勢店 516-0014 三重県 三重県伊勢市楠部町乙160-2イオン伊勢店内 

GreenBox久居店 514-1101 三重県 三重県津市久居明神町風早2660イオン久居店内 

GreenBox四日市泊店 510-0883 三重県 三重県四日市市泊小柳町4-5イオンタウン四日市泊店内 

GreenBox四日市尾平店 512-0921 三重県 三重県四日市市尾平町字天王川原1805イオン四日市尾平店内 

GreenBox四日市北店 510-8016 三重県 三重県四日市市富州原町2-40イオン四日市北店内 

GreenBox松阪店 515-0812 三重県 三重県松阪市船江町1392-27イオン松阪店内 

GreenBox大安店 511-0272 三重県 三重県いなべ市大安町高柳1945イオン大安店内 

GreenBox津店 514-0003 三重県 三重県津市桜橋3-446イオン津店内 

GreenBox東員店 511-0255 三重県 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1イオン東員店内 

GreenBox名張店 518-0725 三重県 三重県名張市元町376イオン名張店内 

GreenBox明和店 515-0348 三重県 三重県多気郡明和町中村1223イオン明和店内 

GreenBox鈴鹿店 513-0834 三重県 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2イオン鈴鹿店内 

シューズ愛ランド鈴鹿店 513-0108 三重県 三重県鈴鹿市神戸本多町７６５

シュープラザ伊勢店 516-0051 三重県 三重県伊勢市上地町１０５１  

シュープラザ久居インターガーデン店 514-1101 三重県 三重県津市 久居明神町字風早２３８４番地 久居インターガーデン内 

シュープラザ四日市生桑店 512-0911 三重県 三重県四日市市生桑町１３３－１

シュープラザ松阪店 515-0045 三重県 三重県松阪市駅部田町字水利７６－１

シュープラザ津南郊店 514-0817 三重県 三重県津市 高茶屋小森町２６２０－４

シュープラザ名張マックスバリ店 518-0752 三重県 三重県名張市蔵持町原出１７４６ 

スーパースポーツゼビオ 津ラッツ店 514-0815 三重県 三重県津市藤方716

スーパースポーツゼビオ 鈴鹿ラッツ店 513-0808 三重県 三重県鈴鹿市西條町480

スポーツオーソリティイオンタウン四日市泊店 510-0883 三重県 三重県四日市市泊小柳町4番5－1号 イオンタウン四日市泊 2階

スポーツオーソリティ桑名店 511-0863 三重県 三重県桑名市新西方1－22 イオンモール桑名 2番街

スポーツオーソリティ鈴鹿店 513-0834 三重県 三重県鈴鹿市庄野羽山4－1－2 イオンモール鈴鹿

スポーツデポアピタ松阪三雲店 515-2121 三重県 三重県松阪市市場庄町１２６６番地の１

スポーツデポイオンモール津南店 514-0817 三重県 三重県津市高茶屋小森町145番地

スポーツデポ桑名店 511-0005 三重県 三重県桑名市大字桑名字太一丸６８７番１

スポーツデポ四日市日永店 510-0885 三重県 三重県四日市市日永１丁目１番６号

スポーツデポ名張店 518-0445 三重県 三重県名張市瀬古口字西２６番地

ヒマラヤ伊勢みそのショッピングセンター店 516-0804 三重県 三重県伊勢市御薗町長屋２１３６

ヒマラヤ松阪店 515-0055 三重県 三重県松阪市田村町２３５－１　アドバンスモール内

フィットハウス　四日市店 510-0834 三重県 三重県四日市市ときわ一丁目３番２７号

靴のエルパス伊賀上野店 518-0823 三重県 三重県伊賀市四十九町字堂山１８５０イオンタウン伊賀上野

靴のエルパス伊勢店 516-0008 三重県 三重県伊勢市船江１ー４７１ー１ミタス伊勢内

靴のエルパス松阪店 515-0818 三重県 三重県松阪市川井町７１８パワーセンター松阪

靴のエルパス多気店 519-2179 三重県 三重県多気郡多気町仁田７５０

靴のエルパス大安店 511-0272 三重県 三重県いなべ市大安町高柳１９４５　ジャスコ大安店内

靴のエルパス津店 514-0104 三重県 三重県津市栗真小川町大門５３２ー１５３３ー１　セノパーク津ＳＣ内

東京靴流通センター鵜方店 517-0501 三重県 三重県志摩市阿児町鵜方３４５５－９

東京靴流通センター熊野店 519-4325 三重県 三重県熊野市有馬町松原５８１５－１５ 

東京靴流通センター桑名カインズホーム店 511-0947 三重県 三重県桑名市大仲新田２２０カインズホーム桑名　内 



滋賀県
ASBeefam湖南店 520-3252 滋賀県 滋賀県湖南市岩根字徳行4509-1イオンタウン湖南 

ASBeefam大津京店 520-0025 滋賀県 滋賀県大津市皇子が丘3-11-1イオンスタイル大津京 3F

ASBeeイオンモール草津店 525-0067 滋賀県 滋賀県草津市新浜町300イオンモール草津 3F

FeminineCafe草津店 525-0067 滋賀県 滋賀県草津市新浜町300イオンモール草津ショッピングセンター 2F

Genki Kids草津店 525-0067 滋賀県 滋賀県草津市新浜町300  イオンモール草津　３Ｆ

GreenBox近江八幡店 523-0898 滋賀県 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3-7イオン近江八幡店内 

GreenBox草津店 525-0067 滋賀県 滋賀県草津市新浜町300イオンスタイル草津店内 

GreenBox大津京店 520-0025 滋賀県 滋賀県大津市皇子が丘3-11-1イオンスタイル大津京店内 

GreenBox長浜店 526-0847 滋賀県 滋賀県長浜市山階町271-1イオン長浜店内 

アルペン栗東店 520-3035 滋賀県 滋賀県栗東市霊仙寺５－４－１７

シュープラザモリーブ守山店 524-0012 滋賀県 滋賀県守山市播磨田町７８  モリーブ守山ＳＣ１Ｆ

シュープラザ近鉄草津店 525-0026 滋賀県 滋賀県草津市渋川１丁目１－５０  近鉄百貨店草津店　４Ｆ 

シュープラザ長浜店 526-0846 滋賀県 滋賀県長浜市川崎町２５６ 

シュープラザ南草津西友店 525-0059 滋賀県 滋賀県草津市野路１－１３－３６  西友南草津　２Ｆ 

スーパースポーツゼビオ イオンモール草津店 525-0067 滋賀県 滋賀県草津市新浜町300番地 B104

スポーツオーソリティイオンタウン彦根店 522-0007 滋賀県 滋賀県彦根市古沢町255－1 イオンタウン彦根

スポーツオーソリティ大津京店 520-0025 滋賀県 滋賀県大津市皇子が丘3－11－1 イオンスタイル大津京4階

スポーツデポレイクサイドガーデン大津店 520-2143 滋賀県 滋賀県大津市萱野浦２４－６５

スポーツデポ彦根松原店 522-0002 滋賀県 滋賀県彦根市松原町字石持１８３６

ヒマラヤイオン近江八幡店 523-0898 滋賀県 滋賀県近江八幡市鷹飼町南３－７　イオン近江八幡 ２番街　１Ｆ

ヒマラヤピエリ守山店 524-0101 滋賀県 滋賀県守山市今浜町２６２０－５　ピエリ守山１Ｆ

ヒマラヤ水口店 528-0037 滋賀県 滋賀県甲賀市水口町本綾野５０３－１３

東京靴流通センター近江八幡店 523-0892 滋賀県 滋賀県近江八幡市 出町２３０

東京靴流通センター守山店 524-0016 滋賀県 滋賀県守山市荒見町１６７－２

東京靴流通センター東近江マックスバリュ店 527-0039 滋賀県 滋賀県東近江市青葉町３番１－３ マックスバリュ東近江　内  

東京靴流通センター彦根店 522-0236 滋賀県 滋賀県彦根市犬方町道地１８９－２  

京都府
ASBeefam松井山手店 610-0356 京都府 京都府京田辺市山手中央2-3フレスト松井山手 1F

ASBeefam北大路店 603-8142 京都府 京都府京都市北区小山北上総町49-1ビブレ北大路店 3F

ASBeeKIDSイオンモール京都五条店 615-0035 京都府 京都府京都市右京区西院追分町25-1イオンモール京都五条 1F

ASBeeKIDS京都桂川店 601-8601 京都府 京都府京都市南区久世高田町376-1イオンモール京都桂川 3F

ASBeeイオンモール久御山店 613-0024 京都府 京都府久世郡久御山町森南大内156-1イオンモール久御山 1F

ASBeeイオンモール京都桂川店 601-8601 京都府 京都府京都市南区久世高田町376-1イオンモール京都桂川 3F

ASBeeイオンモール京都五条店 615-0035 京都府 京都府京都市右京区西院追分町25-1イオンモール京都五条 1F

ASBeeイオンモール高の原店 619-0223 京都府 京都府木津川市相楽台1-1-1イオンモール高の原 3F

FeminineCafe京都桂川店 601-8601 京都府 京都府京都市南区久世高田町376-1イオンモール京都桂川 1F

Genki Kids京都MOMOテラス店 612-8002 京都府 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32  ＭＯＭＯテラス　２Ｆ

GreenBox亀岡店 621-0815 京都府 京都府亀岡市古世町西内坪101イオン亀岡店内 

GreenBox久御山店 613-0024 京都府 京都府久世郡久御山町森南大内156-1イオン久御山店内 

GreenBox京都桂川店 601-8601 京都府 京都府京都市南区久世高田町376-1イオンスタイル京都桂川店内 

GreenBox京都五条店 615-0035 京都府 京都府京都市右京区西院追分町25-1イオンスタイル京都五条店内 

GreenBox高の原店 619-0223 京都府 京都府木津川市相楽台1-1-1イオン高の原店内 

GreenBox福知山店 620-0922 京都府 京都府福知山市岩井79-8イオン福知山店内 

GreenBox洛南店 601-8327 京都府 京都府京都市南区吉祥院御池町31イオン洛南店内 

VELVET GRACEイオン高の原店 619-0223 京都府 京都府木津川市相楽台１ー３イオン高の原ＳＣ　１Ｆ

アルペン京都南インター店 612-8456 京都府 京都府京都市伏見区中島中道町３番

アルペン舞鶴店 624-0946 京都府 京都府舞鶴市字下福井６５３－１

シュープラザラクト山科店 607-8080 京都府 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町３１  ラクト山科Ｂ館２階  

シュープラザ宮津ミップル店 626-0012 京都府 京都府宮津市字浜町３０１２番地 

シュープラザ京都ファミリー店 615-0072 京都府 京都府京都市右京区山ノ内池尻町１－１  京都ファミリー　１Ｆ

シュープラザ京都宇治北コーナン店 611-0021 京都府 京都府宇治市宇治樋ノ尻７９番地１コーナンＪＲ宇治駅北　２Ｆ

シュープラザ桂店 615-8024 京都府 京都府京都市西京区桂西滝川町１４  

スーパースポーツゼビオ イオンモールＫＹＯＴＯ店 601-8417 京都府 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO

スポーツオーソリティイオンタウン久御山店 613-0024 京都府 京都府久世郡久御山町森大内337 イオンタウン久御山2階

スポーツオーソリティ京都桂川店 601-8211 京都府 京都府京都市南区久世高田町376番1 イオンモール京都桂川 1階

ゼビオスポーツエクスプレス 京都ヨドバシ店 600-8216 京都府 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2 京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ5階

ナトゥーラ洛北阪急スクエア店 606-8103 京都府 京都府京都市左京区高野西開町３６番地  洛北阪急スクエア　２Ｆ 

ヒマラヤ精華台店 619-0238 京都府 京都府相楽郡精華町精華台９丁目２番地４

ヒマラヤ福知山店 620-0045 京都府 京都府福知山市駅前町５０４番地

ヒマラヤムサシ京都八幡店 614-8294 京都府 京都府八幡市欽明台北３－１ ホームセンタームサシ京都八幡店２Ｆ

東京靴流通センター亀岡市役所前店 621-0805 京都府 京都府亀岡市安町野々神３１－１３  

東京靴流通センター久世店 601-8205 京都府 京都府京都市南区 久世殿城町５５４

東京靴流通センター京都八幡店 614-8294 京都府 京都府八幡市欽明台北３－１ホームセンタームサシ　１Ｆ

東京靴流通センター城陽店 610-0121 京都府 京都府城陽市寺田垣内後８６－２ 

東京靴流通センター常盤店 616-8185 京都府 京都府京都市右京区太秦開日町４－２

東京靴流通センター新堀川店 612-8384 京都府 京都府京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町１２１番地  

東京靴流通センター西舞鶴店 624-0946 京都府 京都府舞鶴市字下福井６５３－１ 

東京靴流通センター丹後大宮店 629-2503 京都府 京都府京丹後市大宮町周枳１５１８－１

東京靴流通センター福知山店 620-0051 京都府 京都府福知山市昭和新町５８ 

大阪府
ASBeefamかみしんプラザ店 533-0015 大阪府 大阪府大阪市東淀川区大隅1-6-12かみしんプラザ 

ASBeefam摂津富田店 569-1144 大阪府 大阪府高槻市大畑町13-1イオンフードスタイル摂津富田店内 

ASBeefam平野店 547-0041 大阪府 大阪府大阪市平野区平野北1-8-2イオンタウン平野 1F

ASBeeKIDSイオンSENRITO店 560-0082 大阪府 大阪府豊中市新千里東町1-1-3イオンSENRITO専門館 3F

ASBeeKIDS堺鉄砲町店 590-0905 大阪府 大阪府堺市堺区鉄砲町1イオンモール堺鉄砲町 3F

ASBeeKIDS四條畷店 575-0001 大阪府 大阪府四條畷市砂4-3-2イオンモール四條畷 3F

ASBeeイオンSENRITO店 560-0082 大阪府 大阪府豊中市新千里東町1-1-3イオンSENRITO専門館 3F

ASBeeイオンモールりんくう泉南店 590-0535 大阪府 大阪府泉南市りんくう南浜3-12イオンモールりんくう泉南 1F

ASBeeイオンモール堺鉄砲町店 590-0905 大阪府 大阪府堺市堺区鉄砲町1イオンモール堺鉄砲町 3F

ASBeeイオンモール堺北花田店 591-8008 大阪府 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12イオンモール堺北花田 2F

ASBeeイオンモール四條畷店 575-0001 大阪府 大阪府四條畷市砂4-3-2イオンモール四條畷 3F

ASBeeイオンモール大日店 570-0016 大阪府 大阪府守口市大日東町1-18イオンモール大日 3F

ASBeeイオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1イオンモール鶴見緑地 2F

ASBeeイオンモール日根野店 598-0021 大阪府 大阪府泉佐野市日根野2496-1イオンモール日根野 2F

ASBee大阪ドームシティ店 550-0023 大阪府 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1イオンモール大阪ドームシティ 2F

BARNSssLINOAS八尾店 581-0803 大阪府 大阪府八尾市光町２ー６０ＬＩＮＯＡＳ　４Ｆ　４０９

BARNSssイオンモール堺鉄砲町店 590-0905 大阪府 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地イオンモール堺鉄砲町

BARNSssイオン茨木店 567-0033 大阪府 大阪府茨木市松ケ本町８ー３０イオン茨木ＳＣ　２Ｆ

BARNSss大日店 570-0016 大阪府 大阪府守口市大日東町１ー１８イオンモール大日ＳＣ　２Ｆ

FeminineCafe堺鉄砲町店 590-0905 大阪府 大阪府堺市堺区鉄砲町1イオンモール堺鉄砲町 2F

FeminineCafe堺北花田店 591-8008 大阪府 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12イオンモール堺北花田店 2F

FeminineCafe四條畷店 575-0001 大阪府 大阪府四條畷市砂4-3-2イオンモール四條畷 2F

FeminineCafe住道店 574-0046 大阪府 大阪府大東市赤井1-4-1ポップタウン住道オペラパーク東館 2F

Genki Kids+ららぽーと和泉店 594-1157 大阪府 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7  ららぽーと和泉　２Ｆ



Genki Kids茨木店 567-0033 大阪府 大阪府茨木市松ヶ本町8-30  イオンモール茨木　３Ｆ

Genki Kids大阪北花田店 591-8008 大阪府 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12  イオンモール堺北花田　３Ｆ

Genki Kids鶴見緑地店 538-0053 大阪府 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1  イオンモール鶴見緑地　３Ｆ

Genki KidsららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 565-0826 大阪府 大阪府吹田市千里万博公園2-1  ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ　３Ｆ

Genki Kids京阪くずはモール店 573-1121 大阪府 大阪府枚方市樟葉花園町15-1　京阪百貨店　くずはモール店３Ｆ

GreenBoxダイエー光明池店 594-1101 大阪府 大阪府和泉市室堂町841-1ダイエー光明池店内 

GreenBoxダイエー曽根店 561-0802 大阪府 大阪府豊中市曽根東町3-3-1ダイエー曽根店内 

GreenBoxりんくう泉南店 590-0535 大阪府 大阪府泉南市りんくう南浜3-12イオンりんくう泉南店内 

GreenBox茨木店 567-0033 大阪府 大阪府茨木市松ヶ本町8-30-3イオンスタイル茨木店内 

GreenBox喜連瓜破駅前店 547-0024 大阪府 大阪府大阪市平野区瓜破2-1-13イオン喜連瓜破駅前店内 

GreenBox金剛東店 584-0082 大阪府 大阪府富田林市向陽台3-1-1イオン金剛東店内 

GreenBox高槻店 569-8567 大阪府 大阪府高槻市萩之庄3-47-2イオン高槻店内 

GreenBox鴻池店 578-0972 大阪府 大阪府東大阪市鴻池町1-1-72イオン鴻池店内 

GreenBox堺鉄砲町店 590-0905 大阪府 大阪府堺市堺区鉄砲町1イオンスタイル堺鉄砲町店内 

GreenBox堺北花田店 591-8008 大阪府 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12イオン堺北花田店内 

GreenBox四條畷店 575-0001 大阪府 大阪府四條畷市砂4-3-2イオンスタイル四條畷店内 

GreenBox新茨木店 567-0824 大阪府 大阪府茨木市中津町18-1イオンスタイル新茨木店内 

GreenBox大阪ドームシティ店 550-0023 大阪府 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1イオン大阪ドームシティ店内 

GreenBox大日店 570-0016 大阪府 大阪府守口市大日東町1-18イオンスタイル大日店内 

GreenBox長吉店 547-0015 大阪府 大阪府大阪市平野区長吉長原西1-1-10イオン長吉店内 

GreenBox鶴見緑地店 538-0053 大阪府 大阪市鶴見区鶴見4-17-1イオン鶴見緑地店内 

GreenBox藤井寺店 583-0027 大阪府 大阪府藤井寺市岡2-10-11イオン藤井寺ショッピングセンター内 

GreenBox日根野店 598-0021 大阪府 大阪府泉佐野市日根野2496-1イオン日根野店内 

GreenBox布施駅前店 577-0056 大阪府 大阪府東大阪市長堂1-8-37イオン布施駅前店内 

GreenBox北千里店 565-0874 大阪府 大阪府吹田市古江台4-2-50イオン北千里店内 

GreenBox枚方店 573-0031 大阪府 大阪府枚方市岡本町7-1-203イオン枚方店内 

GreenBox野田阪神店 553-0001 大阪府 大阪府大阪市福島区海老江1-1-23イオンスタイル野田阪神店内 

GreenBox和泉府中店 594-0076 大阪府 大阪府和泉市肥子町2-2-1イオン和泉府中店内 

Pentusclub鶴見緑地店 538-0053 大阪府 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1イオンモール鶴見緑地 3F

ＰＴ千里中央店 560-0082 大阪府 大阪府豊中市新千里東町１丁目３番２１８号 千中パル内 

クローバーリーフなんばウォーク店 542-0076 大阪府 大阪府大阪市中央区難波１　虹のまち３－６ なんばウォーク

クローバーリーフ泉北パンジョ店 590-0115 大阪府 大阪府堺市南区茶山台１－３－１ パンジョ　２Ｆ

シューズ愛ランド羽曳野店 583-0861 大阪府 大阪府羽曳野市西浦３丁目４番６号

シューズ愛ランド堺なかもず店 591-8033 大阪府 大阪府堺市北区百舌鳥西之町３丁目５２３

シューズ愛ランド泉北高石店 592-0012 大阪府 大阪府高石市西取石８丁目１-１７

シューズ愛ランド八尾沼店 581-0036 大阪府 大阪府八尾市沼４丁目１５２番地

シュープラザＣＨＥＰファイブ店 530-0017 大阪府 大阪府大阪市北区 角田町５番１５号 ＨＥＰファイヴ５Ｆ  

シュープラザＣなんばウォーク店 542-0076 大阪府 大阪府大阪市中央区難波１丁目虹のまち３－５  なんばウォーク２番街南通り

シュープラザＣなんばシティ店 542-0076 大阪府 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号なんばＣＩＴＹ南館１Ｆ 

シュープラザおおとりウイング店 593-8324 大阪府 大阪府堺市西区鳳東町７－７３３ おおとりウイングス　２Ｆ  

シュープラザりんくうシークル店 598-0047 大阪府 大阪府泉佐野市りんくう往来南３番　りんくう プレジャータウンシークル　２Ｆ  

シュープラザ貝塚イオン店 597-0053 大阪府 大阪府貝塚市地蔵堂７４－２イオン貝塚２Ｆ

シュープラザ外環大東店 574-0023 大阪府 大阪府大東市南新田２丁目１－２４  

シュープラザ交野フレンドタウン店 576-0017 大阪府 大阪府交野市星田北２丁目２６－１  

シュープラザ高槻イオン店 569-0093 大阪府 大阪府高槻市萩之庄３－４７－２  ジャスコシティ高槻店２Ｆ  

シュープラザ吹田イオン店 564-0027 大阪府 大阪府吹田市朝日町２－１０１ イオン吹田店１Ｆ 

シュープラザ千島ガーデンモール店 551-0003 大阪府 大阪府大阪市大正区千島１丁目２３番１１５号  千島ガーデンモール内

シュープラザ泉佐野店 598-0062 大阪府 大阪府泉佐野市下瓦屋２丁目２－７７いこらも～る泉佐野１Ｆ 

シュープラザ池田駅前ダイエー店 563-0041 大阪府 大阪府池田市満寿美町２－２ダイエー池田駅前店　東館３Ｆ 

シュープラザ八尾アクロスプラ店 581-0023 大阪府 大阪府八尾市都塚４－４５－１ アクロスプラザ八尾　１Ｆ  

シュープラザ布施店 577-0056 大阪府 大阪府東大阪市長堂１－１－１フッセ布施店　１Ｆ  

スーパースポーツゼビオ LINKS　UMEDA店 530-0011 大阪府 大阪府大阪市北区大深町1-1 ﾖﾄﾞﾊﾞｼ梅田ﾋﾞﾙ6F

スーパースポーツゼビオ スポーツタウン久宝寺店 581-0069 大阪府 大阪府八尾市龍華町2丁目2番1号 2F

スーパースポーツゼビオ なんばパークス店 556-0011 大阪府 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号

スーパースポーツゼビオ ニトリモール枚方店 573-0171 大阪府 大阪府枚方市北山1丁目2番1号 302区画

スーパースポーツゼビオ もりのみやキューズモール店 540-0003 大阪府 大阪府大阪市中央区森ﾉ宮中央二丁目1番70号

スーパースポーツゼビオ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 565-0826 大阪府 大阪府吹田市千里万博公園2-1 2階 20330

スーパースポーツゼビオ ららぽーと和泉店 594-1157 大阪府 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽｰと和泉3階

スーパースポーツゼビオ 大阪守口店 570-0017 大阪府 大阪府守口市佐太東町2-9-10

スーパースポーツゼビオ 東大阪菱江店 578-0985 大阪府 大阪府東大阪市中野南1-71

スポーツオーソリティデュー阪急山田店 565-0824 大阪府 大阪府吹田市山田西4－1－2－301 デュー阪急山田

スポーツオーソリティりんくう泉南店 590-0535 大阪府 大阪府泉南市りんくう南浜3－12 イオンモールりんくう泉南

スポーツオーソリティ堺鉄砲町店 590-0905 大阪府 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 イオンモ－ル堺鉄砲町 2Ｆ

スポーツオーソリティ四條畷店 575-0001 大阪府 大阪府四條畷市砂四丁目3番2号 イオンモール四條畷 2Ｆ

スポーツデポフォレオ枚方店 573-1131 大阪府 大阪府枚方市高野道１丁目２０番１０号

スポーツデポみのおキューズモール店 562-0034 大阪府 大阪府箕面市西宿１丁目１２番８

スポーツデポりんくう店 598-0047 大阪府 大阪府泉佐野市りんくう往来南３番地の２７

スポーツデポ羽曳野西浦店 583-0861 大阪府 大阪府羽曳野市西浦1547番地

スポーツデポ高槻城西店 569-0065 大阪府 大阪府高槻市城西町６－２８

スポーツデポ住之江店 559-0023 大阪府 大阪府大阪市住之江区泉１－１－１００

スポーツデポ新大阪店 532-0004 大阪府 大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目２－１７

スポーツデポ天王寺店 545-0002 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南１－３－１０

スポーツデポ東大阪長田店 577-0013 大阪府 大阪府東大阪市長田中２丁目４－２８

スポーツデポ和泉中央店 594-1151 大阪府 大阪府和泉市唐国町３丁目１１７６番地

ゼビオスポーツエクスプレス くずはモール店 573-1121 大阪府 大阪府枚方市楠葉花園町10-85 くずはﾓｰﾙ南館1F

チヨダ金剛イオン店 589-0011 大阪府 大阪府大阪狭山市 半田１－３５－１ イオン金剛店２Ｆ 

チヨダ古川橋駅前イオン店 571-0030 大阪府 大阪府門真市末広町４１－２イオン古川橋駅前店　２Ｆ  

東京靴流通センター泉北アクロスモール店 590-0132 大阪府 大阪府堺市南区原山台５丁９－５ アクロスモール泉北　Ａ館　２Ｆ  

ヒマラヤ茨木店 567-0036 大阪府 大阪府茨木市上穂積１－１

ヒマラヤ堺インター店 593-8314 大阪府 大阪府堺市西区太平寺７１１－１ ベスピア堺インター２階

ヒマラヤ堺三国ヶ丘店 591-8031 大阪府 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町１－２５－１

ヒマラヤ泉大津店 595-0033 大阪府 大阪府泉大津市板原４－２２－１０

フィットハウス りんくうｼｰｸﾙ店 598-0047 大阪府 大阪府泉佐野市りんくう往来南三番地

ワシントン靴店Ｔａｋｅ５鳳 593-8325 大阪府 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２アリオ鳳店　１Ｆ

ワシントン靴店クロシード泉ヶ丘 590-0115 大阪府 大阪府堺市南区茶山台１－２－１泉ヶ丘ひろば専門店街　２F

ワシントン靴店コシュエコシュリノアス八尾 581-0803 大阪府 大阪府八尾市光町２－６０LINOAS八尾店　２Ｆ

ワシントン靴店ルプティボアアリオ八尾 581-0803 大阪府 大阪府八尾市光町２－３アリオ八尾店　１Ｆ

東京靴流通センターエディオン枚方店 573-1163 大阪府 大阪府枚方市甲斐田新町８－１ エディオン枚方　１Ｆ

東京靴流通センターベルファ都島店 534-0016 大阪府 大阪府大阪市都島区友渕町２－１３－３４ベルファ都島　２Ｆ  

東京靴流通センターメラード大和田店 555-0032 大阪府 大阪府大阪市西淀川区大和田２丁目２番４３号 メラード大和田　２Ｆ

東京靴流通センターラパーク岸和田店 596-0006 大阪府 大阪府岸和田市春木若松町２１－１  ラパーク岸和田　１Ｆ

東京靴流通センター茨木店 567-0057 大阪府 大阪府茨木市豊川３－２７５－１ 

東京靴流通センター河内長野店 586-0037 大阪府 大阪府河内長野市 上原西町１０番１２号  

東京靴流通センター花園店 578-0932 大阪府 大阪府東大阪市玉串町東１丁目６０８－１２  

東京靴流通センター関目店 536-0007 大阪府 大阪府大阪市城東区成育５丁目２０－１７  

東京靴流通センター岸和田店 596-0821 大阪府 大阪府岸和田市小松里町２５４４



東京靴流通センター喜連店 547-0026 大阪府 大阪府大阪市平野区喜連西５－２－１１ 

東京靴流通センター堺深阪店 599-8253 大阪府 大阪府堺市中区深阪２３３７ 

東京靴流通センター堺福田店 599-8241 大阪府 大阪府堺市中区福田８４２－１  

東京靴流通センター四条畷店 575-0051 大阪府 大阪府四條畷市中野本町２－１５

東京靴流通センター松原上田店 580-0016 大阪府 大阪府松原市上田４－６９６－１ 

東京靴流通センター東大阪御厨店 577-0036 大阪府 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目１５－１６ 

東京靴流通センター東淀川店 533-0011 大阪府 大阪府大阪市東淀川区大桐２－５－４  

東京靴流通センター南茨木店 567-0845 大阪府 大阪府茨木市平田１－４－２５

東京靴流通センター八尾高美店 581-0017 大阪府 大阪府八尾市高美町３－２－４４ 

東京靴流通センター美原店 587-0022 大阪府 大阪府堺市美原区 平尾２９０－３  

東京靴流通センター豊中岡町店 561-0892 大阪府 大阪府豊中市山ノ上町１０－１９－１０１  

東京靴流通センター枚方招提店 573-1133 大阪府 大阪府枚方市招提元町４－１６６６－１ 

東京靴流通センター緑橋店 537-0021 大阪府 大阪府大阪市東成区東中本１－１－１５  ダイワ駅ビル　１Ｆ  

兵庫県
ASBee(ASBeeKIDS)イオンモール神戸南店 652-0844 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1イオンモール神戸南 2F

ASBeefamコロワ甲子園店 663-8166 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3コロワ甲子園 2F

ASBeefamジェームス山店 655-0873 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区青山台7-7-1イオンジェームス山店内 

ASBeefam宝塚中山店 665-0867 兵庫県 兵庫県宝塚市売布東の町21-22ダイエー宝塚中山店 1F

ASBeeKIDS神戸北店 651-1515 兵庫県 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1イオンモール神戸北 3F

ASBeeイオンモール伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県 兵庫県伊丹市池尻4-1-1イオンモール伊丹昆陽 2F

ASBeeイオンモール伊丹店 664-0847 兵庫県 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1イオンモール伊丹 3F

ASBeeイオンモール加西北条店 675-2312 兵庫県 兵庫県加西市北条町北条308-1イオンモール加西北条 2F

ASBeeイオンモール神戸北店 651-1515 兵庫県 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1イオンモール神戸北 1F

ASBeeイオンモール姫路リバーシティー店 672-8064 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区細江2560イオンモール姫路リバーシティー 3F

ASBeeイオンモール姫路大津店 671-1146 兵庫県 兵庫県姫路市大津区大津町2-5イオンモール姫路大津 2F

ASBeeららぽーと甲子園店 663-8178 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽーと甲子園 2F

ASBee三宮オーパ2店 651-0096 兵庫県 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15三宮オーパ2 4F

ASBee猪名川店 666-0257 兵庫県 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1イオンモール猪名川 3F

BARNS　イオン伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県 兵庫県伊丹市池尻４ー１ー１イオン伊丹昆陽ＳＣ　２Ｆ

BARNSssイオンモール神戸北店 651-1515 兵庫県 兵庫県神戸市北区上津台８ー１ー１イオンモール神戸北ＳＣ　１Ｆ１１３区画

ＦＥ／ＦＥ 671-1146 兵庫県 兵庫県姫路市大津区大津２－５

FeminineCafe姫路リバーシティー店 672-8064 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区細江2560イオンモール姫路リバーシティー 1F

Genki Kids+伊丹昆陽店 644-0027 兵庫県 兵庫県伊丹市池尻4-1-1  イオンモール伊丹昆陽　３Ｆ　331区画

Genki Kids+神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店 650-0044 兵庫県 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2  神戸ハーバーランドｕｍｉｅ　南棟４Ｆ

Genki Kids尼崎ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店 661-0976 兵庫県 兵庫県尼崎市潮江1-3-1  あまがさきキューズモール店 ３Ｆ

Genki Kids姫路リバーシティ店 672-8064 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区細江2560  イオンモール姫路リバーシティ　３F

Genki Kidsららぽーと甲子園店 663-8178 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100  ららぽーと甲子園　２Ｆ　02682

GreenBoxジェームス山店 655-0873 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区青山台7-7-1イオンジェームス山店内 

GreenBoxダイエー甲南店 658-0015 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区本山南町8-7-18ダイエー甲南店内 

GreenBoxダイエー板宿店 654-0011 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区前池町3-4-1ダイエー板宿店内 

GreenBoxダイエー名谷店 654-0154 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-2ダイエー名谷店内 

GreenBox伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県 兵庫県伊丹市池尻4-1-1イオンスタイル伊丹昆陽店内 

GreenBox伊丹店 664-0847 兵庫県 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1イオンスタイル伊丹店内 

GreenBox加古川店 675-0101 兵庫県 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1イオン加古川店内 

GreenBox加西北条店 675-2312 兵庫県 兵庫県加西市北条町北条308-1イオン加西北条店内 

GreenBox高砂店 676-0019 兵庫県 兵庫県高砂市緑丘2-1-40イオン高砂店内 

GreenBox三田ウッディタウン店 669-1321 兵庫県 兵庫県三田市けやき台1-6-2イオン三田ウッディタウン店内 

GreenBox三田店 669-1546 兵庫県 兵庫県三田市弥生ヶ丘1-1-1イオン三田店内 

GreenBox三木青山店 673-0521 兵庫県 兵庫県三木市志染町青山3-9イオン三木青山店内 

GreenBox三木店 673-0404 兵庫県 兵庫県三木市大村字砂163イオン三木店内 

GreenBox山崎店 671-2545 兵庫県 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下10イオン山崎店内 

GreenBox社店 673-1431 兵庫県 兵庫県加東市社1126-1イオン社店内 

GreenBox小野店 675-1378 兵庫県 兵庫県小野市王子町868-1イオン小野店内 

GreenBox新洲本店 656-0021 兵庫県 兵庫県洲本市塩屋1-1-8イオンスタイル洲本店内 

GreenBox神戸北店 651-1515 兵庫県 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1イオン神戸北店内 

GreenBox西宮店 663-8014 兵庫県 兵庫県西宮市林田町2-24イオン西宮店内 

GreenBox赤穂店 678-0232 兵庫県 兵庫県赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店内 

GreenBox淡路店 656-2132 兵庫県 兵庫県淡路市志筑新島10-2イオン淡路店内 

GreenBox猪名川店 666-0257 兵庫県 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1イオン猪名川店内 

GreenBox土山店 674-0074 兵庫県 兵庫県明石市魚住町清水字舞々2208-1イオン土山店内 

GreenBox尼崎店 661-0965 兵庫県 兵庫県尼崎市次屋3-13-18イオン尼崎店内 

GreenBox姫路リバーシティー店 672-8064 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区細江2560イオン姫路リバーシティー店内 

GreenBox姫路大津店 671-1146 兵庫県 兵庫県姫路市大津区大津町2-5イオン姫路大津店内 

GreenBox姫路店 670-0807 兵庫県 兵庫県姫路市増位本町2-12-10イオン姫路店内 

GreenBox明石店 674-0068 兵庫県 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り3-3-1イオン明石店内 

GreenBox和田山店 669-5215 兵庫県 兵庫県朝来市和田山町枚田岡774イオン和田山店内 

ＳＨＯＥＳ　ＰＡＲＫサンダー 676-0077 兵庫県 兵庫県高砂市松陽１－１４９－１

アーススポーツ（地球屋） 650-0021 兵庫県 兵庫県神戸市中央区三宮２－１１－１－１３３

アッキー 660-0884 兵庫県 兵庫県尼崎市神田中通１－２－１

アルペンステップガーデン藤原台店 651-1302 兵庫県 兵庫県神戸市北区藤原台中町一丁目４

アルペン加西北条店 675-2312 兵庫県 兵庫県加西市北条町北条３０８－１

アルペン姫路中地店 670-0975 兵庫県 兵庫県姫路市中地南町４５-１

ウェルネスデイズWaikingForever 663-8204 兵庫県 兵庫県西宮市高松町14-1　西宮阪急3F ｳｫｰｷﾝｸﾞﾌｫｰｴﾊﾞｰ西宮阪急

クローバーリーフ尼崎キューズモール店 661-0976 兵庫県 兵庫県尼崎市潮江１－３－１あまがさきキューズモール　２Ｆ  

シューズショップカワカミ 673-0886 兵庫県 兵庫県明石市東仲ノ町６－１

シューズプラザ　富本津名店 656-2131 兵庫県 兵庫県淡路市津名町志筑カリヨン広場

シュープラザ加古川西店 675-0027 兵庫県 兵庫県加古川市尾上町今福４１９ー１  

シュープラザ三田店 669-1321 兵庫県 兵庫県三田市けやき台１丁目７　センチュリー  ガーデンフレスポ三田　内  

シュープラザ三木店 673-0404 兵庫県 兵庫県三木市大村１丁目３－４

シュープラザ神戸学園イオンフードスタイル店 651-2103 兵庫県 兵庫県神戸市西区 学園西町一丁目４番地　イオン フードスタイル神戸学園２Ｆ

シュープラザ神戸灘店 657-0864 兵庫県 兵庫県神戸市灘区 新在家南町１丁目２－２ サザンモールセカンドＳＴ　２Ｆ  

シュープラザ西宮マルナカ店 662-0923 兵庫県 兵庫県西宮市浜松原町２１－１ マルナカ西宮店２Ｆ  

シュープラザ赤穂フレスポ店 678-0232 兵庫県 兵庫県赤穂市中広２－８ フレスポ赤穂　内 

シュープラザ川西西友店 666-0033 兵庫県 兵庫県川西市栄町１６－８  西友川西店２階

シュープラザ淡路島洲本店 656-0055 兵庫県 兵庫県洲本市大野１８４９ 

シュープラザ姫路店 672-8030 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木１０２６

シュープラザ姫路北店 670-0804 兵庫県 兵庫県姫路市保城６８１

シュープラザ明石イオン店 674-0068 兵庫県 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り２－３－１  イオン明石ＳＣ２番街　２Ｆ

シュープラザ鈴蘭台店 651-1147 兵庫県 兵庫県神戸市北区 松宮台２丁目２７－４  

スーパースポーツゼビオ ららぽｰと甲子園店 663-8178 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園8番町1-100 ららぽｰと甲子園2F店番

スーパースポーツゼビオ 神戸ハーバーランド店 650-0044 兵庫県 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-5  3F

スーパースポーツゼビオ 神戸学園南インター店　本館 655-0001 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868番1376

スポーツオーソリティ伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県 兵庫県伊丹市池尻4－1－1 イオンモール伊丹昆陽2Ｆ

スポーツオーソリティ神戸南店 652-0844 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区中之島2丁目1番1号 イオンモール神戸南 2Ｆ

スポーツオーソリティ西宮今津店 663-8226 兵庫県 兵庫県西宮市今津港町1番26号 

スポーツオーソリティ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ店 672-8064 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区細江2614番地 



スポーツオーソリティ姫路大津店 671-1146 兵庫県 兵庫県姫路市大津区大津町2丁目5番 イオンモール姫路大津

スポーツデポサンシャインワーフ神戸店 658-0027 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区青木１－２－３４

スポーツデポ加古川別府店 675-0124 兵庫県 兵庫県加古川市別府町緑町２番地

スポーツデポ学園南インター店 655-0008 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区小束台８６８番１０３２

スポーツデポ中山寺駅前店 665-0874 兵庫県 兵庫県宝塚市中筋５丁目１０番２７号

スポーツデポ尼崎下坂部店 661-0975 兵庫県 兵庫県尼崎市下坂部３丁目２番３０号

スポーツデポ尼崎道意店 660-0083 兵庫県 兵庫県尼崎市道意町７－１

スポーツデポ明石大蔵海岸店 673-0879 兵庫県 兵庫県明石市大蔵海岸通２－１

チヨダ　コアキタマチ店 651-1233 兵庫県 兵庫県神戸市北区 日の峰２丁目６番１号コアキタマチショッピングセンタ  

ナトゥーラ西宮ガーデンズ店 663-8204 兵庫県 兵庫県西宮市高松町１４－２阪急西宮ガーデンズ　３Ｆ  

ヒマラヤイオンタウン姫路店 670-0966 兵庫県 兵庫県姫路市延末４３５－３　イオンタウン姫路２Ｆ

ヒマラヤ三田店 669-1321 兵庫県 兵庫県三田市けやき台１丁目７番 ｾﾝﾁｭﾘ-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾚｽﾎﾟ内

フィットハウス　加古川店 675-0021 兵庫県 兵庫県加古川市尾上町安田３５０ー１

ゆめタウン姫路店 670-0055 兵庫県 兵庫県姫路市神子岡町3丁目12-17

佐竹商店　相生店 678-0031 兵庫県 兵庫県相生市旭４－１１－１９

佐竹商店　竜野店 679-4121 兵庫県 兵庫県たつの市龍野町島田１０－１

三宅商店 670-0043 兵庫県 兵庫県姫路市小姓７６

川西阪急　WalkingForever 川西 666-0033 兵庫県 兵庫県川西市栄町26-1　川西阪急4F紳士靴売場 ｳｫｰｷﾝｸﾞﾌｫｰｴﾊﾞｰ川西阪急

東京靴流通センター伊丹中野店 664-0029 兵庫県 兵庫県伊丹市中野北３丁目１－３ 

東京靴流通センター山本野里店 665-0814 兵庫県 兵庫県宝塚市山本野里２－８９－１  

東京靴流通センター滝野社店 679-0204 兵庫県 兵庫県加東市新町１５７－１  

東京靴流通センター南武庫之荘店 661-0033 兵庫県 兵庫県尼崎市南武庫之荘４丁目２０－８  ヴィサージュ武庫之荘　１Ｆ

東京靴流通センター尼崎浜田店 660-0062 兵庫県 兵庫県尼崎市浜田町２－１２８

東京靴流通センター姫路辻井店 670-0083 兵庫県 兵庫県姫路市辻井５－７４８－１ 

東京靴流通センター豊岡南店 668-0055 兵庫県 兵庫県豊岡市昭和町１５６－４

東京靴流通センター北伊丹店 664-0891 兵庫県 兵庫県伊丹市北園３丁目２－１

木村屋履物店 679-2204 兵庫県 兵庫県神崎郡福崎町西田原１３１６

奈良県
ASBeefamアピタ大和郡山店 639-1028 奈良県 奈良県大和郡山市田中町字宮西517アピタ大和郡山店 2F

ASBeefam天理店 632-0074 奈良県 奈良県天理市東井戸堂町381イオンタウン天理店内 

ASBeeKIDSイオンモール橿原店 684-0837 奈良県 奈良県橿原市曲川町7-20-1イオンモール橿原 2F

ASBeeKIDS大和郡山店 639-1101 奈良県 奈良県大和郡山市下三橋町741イオンモール大和郡山 3F

ASBeeイオンモール橿原店 634-0837 奈良県 奈良県橿原市曲川町7-20-1イオンモール橿原 3F

ASBeeイオンモール大和郡山店 639-1101 奈良県 奈良県大和郡山市下三橋町741イオンモール大和郡山 3F

ASBeeイオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 奈良県 奈良県生駒市鹿畑町3027イオンモール奈良登美ケ丘 2F

FeminineCafe大和郡山店 639-1101 奈良県 奈良県大和郡山市下三橋町741イオンモール大和郡山店 2F

GreenBox橿原店 634-0837 奈良県 奈良県橿原市曲川町7-20-1イオンスタイル橿原店内 

GreenBox五條店 637-0004 奈良県 奈良県五條市今井2-150イオン五條店内 

GreenBox桜井店 633-0061 奈良県 奈良県桜井市大字上ノ庄278-1イオン桜井店内 

GreenBox西大和店 636-0027 奈良県 奈良県北葛城郡河合町中山台2-7イオン西大和店内 

GreenBox大和郡山店 639-1101 奈良県 奈良県大和郡山市下三橋町741イオン大和郡山店 2F

GreenBox登美ヶ丘店 630-0115 奈良県 奈良県生駒市鹿畑町3027イオン登美ヶ丘店内 

アルペン奈良尼辻店 630-8021 奈良県 奈良県奈良市尼辻町乙４３１－１番地

シューズライフ 639-1042 奈良県 奈良県大和郡山市小泉３０６９－２２

シューズ愛ランド橿原店 634-0007 奈良県 奈良県橿原市葛本町７９１-１

シューズ愛ランド奈良柏木店 630-8031 奈良県 奈良県奈良市柏木町５８１-１

シュープラザエコール・マミ店 635-0832 奈良県 奈良県北葛城郡広陵町馬見中４丁目１番 エコールマミ北館２Ｆ２１８区画  

スーパースポーツゼビオ アクロスプラザ橿原店 634-0831 奈良県 奈良県橿原市曽我町45番1 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ橿原2F

スーパースポーツゼビオ 奈良店 630-8453 奈良県 奈良県奈良市西九条町5-3-13

スポーツオーソリティ奈良橿原店 634-0837 奈良県 奈良県橿原市曲川町7－20－1－316 イオンモール橿原

スポーツデポ奈良橿原店 634-0003 奈良県 奈良県橿原市常盤町488番地の1

チヨダ学園前パラディ店 631-0036 奈良県 奈良県奈良市学園北１丁目１０番１号 パラディ学園前　２Ｆ

東京靴流通センター香芝店 639-0224 奈良県 奈良県香芝市別所９－１

東京靴流通センター大和新庄店 639-2113 奈良県 奈良県葛城市北花内６８９－１

東京靴流通センター奈良バイパス店 630-8453 奈良県 奈良県奈良市西九条町３－１０－７  

和歌山県
ASBeeKIDS和歌山店 640-8451 和歌山県 和歌山県和歌山市中字楠谷573イオンモール和歌山 3F

ASBeeイオンモール和歌山店 640-8451 和歌山県 和歌山県和歌山市中字楠谷573イオンモール和歌山 2F

FeminineCafe和歌山店 640-8451 和歌山県 和歌山県和歌山市中字楠谷573イオンモール和歌山 2F

GreenBox新宮店 647-0052 和歌山県 和歌山県新宮市橋本2-14-23イオン新宮店内 

GreenBox和歌山店 640-8451 和歌山県 和歌山県和歌山市中字楠谷573イオンスタイル和歌山店内 

スーパースポーツゼビオ セントラルシティ和歌山店 641-0007 和歌山県 和歌山県和歌山市小雑賀805-1

スポーツオーソリティアーバンステージ和歌山店 640-8451 和歌山県 和歌山県和歌山市中字楠谷573 イオンモール和歌山

スポーツデポ和歌山店 640-8412 和歌山県 和歌山県和歌山市狐島字南汐畑６９１ー２０

ヒマラヤ岩出店 649-6235 和歌山県 和歌山県岩出市西野１００－２

東京靴流通センター岩出店 649-6213 和歌山県 和歌山県岩出市西国分字前田７００－１

東京靴流通センター紀伊田辺店 646-0004 和歌山県 和歌山県田辺市下万呂３６５－１

東京靴流通センター貴志川イオン店 640-0413 和歌山県 和歌山県紀の川市 貴志川町神戸字野手２１８  イオンタウン貴志川店　内  

東京靴流通センター橋本店 648-0015 和歌山県 和歌山県橋本市隅田町河瀬字池ノ内３８２－１

東京靴流通センター新宮店 647-0043 和歌山県 和歌山県新宮市緑ケ丘１丁目１０番５０号 

東京靴流通センター和歌山塩屋店 641-0054 和歌山県 和歌山県和歌山市 塩屋５丁目５－５８ 

鳥取県
ASBeeイオンモール鳥取北店 680-0904 鳥取県 鳥取県鳥取市晩稲100-1イオンモール鳥取北 2F

ASBeeイオンモール日吉津店 689-3553 鳥取県 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1イオンモール日吉津西館 2F

GreenBox鳥取店 680-0847 鳥取県 鳥取県鳥取市天神町1イオン鳥取店内 

GreenBox鳥取北店 680-0904 鳥取県 鳥取県鳥取市晩稲100-1イオン鳥取北店内 

GreenBox日吉津店 689-3553 鳥取県 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1イオン日吉津店内 

GreenBox米子駅前店 683-0043 鳥取県 鳥取県米子市末広町311イオン米子駅前店内 

アルペン米子店 683-0805 鳥取県 鳥取県米子市西福原８－１８－３３

シューズ愛ランド倉吉店 682-0017 鳥取県 鳥取県倉吉市清谷町１丁目２

シューズ愛ランド鳥取安長店 680-0913 鳥取県 鳥取県鳥取市安長２７７

シューズ愛ランド鳥取吉成店 680-0871 鳥取県 鳥取県鳥取市吉成南町１-２-２０

シューズ愛ランド米子皆生店 683-0003 鳥取県 鳥取県米子市皆生４丁目１１番２８号

シューズ愛ランド米子道笑町店 683-0064 鳥取県 鳥取県米子市道笑町４-９１-１

シュープラザ米子店 683-0801 鳥取県 鳥取県米子市新開７－１－８  

スポーツオーソリティ日吉津店 689-3553 鳥取県 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160－1 イオンモール日吉津 西館

スポーツデポ鳥取店 680-0903 鳥取県 鳥取県鳥取市晩稲399

ヒマラヤ鳥取店 680-0913 鳥取県 鳥取県鳥取市安長７１－１　エディオン２Ｆ

島根県
ASBeeイオンモール出雲店 693-0004 島根県 島根県出雲市中渡橋町1066イオンモール出雲 2F

GreenBox益田店 698-8505 島根県 島根県益田市乙吉町イ95-10イオン益田店内 

GreenBox出雲店 693-0004 島根県 島根県出雲市中渡橋町1066イオンスタイル出雲店内 

GreenBox松江店 690-8530 島根県 島根県松江市東朝日町151イオンスタイル松江店内 

GreenBox大田店 694-0044 島根県 島根県大田市長久町土江97イオン大田店内 



シューズ愛ランド出雲店 693-0004 島根県 島根県出雲市渡橋町１２１９-１

シューズ愛ランド松江学園通店 690-0825 島根県 島根県松江市学園２丁目２-４１

シューズ愛ランド松江上乃木店 690-0015 島根県 島根県松江市上乃木町１６２５

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン出雲店 693-0068 島根県 島根県出雲市姫原4丁目5-1 ゆめﾀｳﾝ出雲 別館ｽﾎﾟｰﾂ棟

スーパースポーツゼビオ 松江東津田店 690-0011 島根県 島根県松江市東津田町487-7

スポーツオーソリティ出雲店 693-0004 島根県 島根県出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲内2Ｆ

スポーツデポ松江店 690-0045 島根県 島根県松江市乃白町2068

ヒマラヤ益田店 698-0041 島根県 島根県益田市高津７－１９－１４

ゆめタウン出雲店 693-0063 島根県 島根県出雲市大塚町６５０-１

靴のまつむら 697-0034 島根県 島根県浜田市相生町３８９６

東京靴流通センター三刀屋店 690-2404 島根県 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３３－１

東京靴流通センター島根益田店 698-0003 島根県 島根県益田市乙吉町３３１－５

岡山県
ASBeeイオンモール岡山店 700-0907 岡山県 岡山県岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山 4F

ASBeeイオンモール倉敷店 710-8560 岡山県 岡山県倉敷市水江1イオンモール倉敷 2F

FeminineCafe岡山店 700-0907 岡山県 岡山県岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山 3F

FeminineCafe倉敷店 710-8560 岡山県 岡山県倉敷市水江1イオンモール倉敷店 2F

Genki Kids岡山店 700-0907 岡山県 岡山県岡山市北区下石井1-2-1  イオンモール岡山　４Ｆ

Genki Kids倉敷店 710-0802 岡山県 岡山県倉敷市水江1番地  イオンモール倉敷　２F

GreenBoxkutsura イオン倉敷キッズ店 710-8560 岡山県 岡山県倉敷市水江1イオンモール倉敷 1F キッズリパブリック倉敷店内

GreenBoxイオン倉敷店 710-8560 岡山県 岡山県倉敷市水江1イオン倉敷店内 

GreenBox岡山青江店 700-0941 岡山県 岡山県岡山市北区青江2-7-11イオンスタイル岡山青江店内 

GreenBox岡山店 700-0907 岡山県 岡山県岡山市北区下石井1-2-1イオンスタイル岡山店内 

GreenBox津山店 708-0842 岡山県 岡山県津山市河辺1000-1イオン津山店内 

シューズ愛ランド岡山十日市店 700-0856 岡山県 岡山県岡山市北区十日市西町１-３８

シューズ愛ランド倉敷下庄店 701-0112 岡山県 岡山県倉敷市下庄６６３-１

シューズ愛ランド倉敷笹沖店 710-0842 岡山県 岡山県倉敷市吉岡字上中之町４００-１

シューズ愛ランド津山店 708-0013 岡山県 岡山県津山市二宮１０６-１

シュープラザ岡山西大寺店 704-8191 岡山県 岡山県岡山市東区 西大寺中野４２９－１  

シュープラザ岡山店 700-0973 岡山県 岡山県岡山市南区 下中野１－１ 

シュープラザ岡山藤田店 701-0221 岡山県 岡山県岡山市南区 藤田５６０－２１４  Ｐモール藤田　内 

シュープラザ笠岡店 714-0092 岡山県 岡山県笠岡市富岡字砂場１２３ コムプラザ笠岡内 

シュープラザ児島駅前店 711-0921 岡山県 岡山県倉敷市児島駅前１丁目４７番地

シュープラザ倉敷店 710-0841 岡山県 岡山県倉敷市堀南７０３－１  

シュープラザ総社店 719-1125 岡山県 岡山県総社市井手字村後１０６３－１

シュープラザ津高店 701-1152 岡山県 岡山県岡山市北区 津高３９３－１  

シュープラザ津山店 708-0843 岡山県 岡山県津山市国分寺１２－４  

シュープラザ東岡山店 703-8225 岡山県 岡山県岡山市中区 神下４７５－１  

スーパースポーツゼビオ 岡山新保店 700-0945 岡山県 岡山県岡山市南区新保1101-3

スポーツオーソリティ岡山店 700-0907 岡山県 岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号 イオンモール岡山 4Ｆ

スポーツオーソリティ倉敷店 710-8560 岡山県 岡山県倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷

スポーツデポ岡山伊島店 700-0016 岡山県 岡山県岡山市北区伊島町2丁目9番43号

タウンシューズ玉野店 706-0011 岡山県 岡山県玉野市宇野１-３８-１

タウンシューズリブ総社店　 719-1156 岡山県 岡山県総社市門田１８７

タウンシューズ岡南店 702-8056 岡山県 岡山県岡山市南区築港新町１-１８-５

タウンシューズ岡北店 700-0804 岡山県 岡山県岡山市北区中井町２丁目２-７

タウンシューズ鴨方店 719-0200 岡山県 岡山県浅口市鴨方町六条院中２１２８-１

タウンシューズ原尾島店 703-8235 岡山県 岡山県岡山市中区原尾島１-６-２０

タウンシューズ児島店 711-0921 岡山県 岡山県倉敷市児島駅前２-３５

タウンシューズ新倉敷店 710-0252 岡山県 岡山県倉敷市玉島瓜崎９８１-１山陽マルナカ玉島店内

タウンシューズ西大寺店 704-8117 岡山県 岡山県岡山市東区西大寺南１-２-５

つるやシューズカンパニー高屋店 703-8233 岡山県 岡山県岡山市高屋３６－１マルナカ

つるやシューズカンパニー倉敷店 701-0114 岡山県 岡山県倉敷市松島１１５４－２マルナカ倉敷マスカット

トップス店 713-8102 岡山県 岡山県倉敷市玉島１６５１－１トップス内

ヒマラヤ岡山久米店 701-0144 岡山県 岡山県岡山市北区久米３１０－１

ヒマラヤ岡山豊浜店 700-0853 岡山県 岡山県岡山市南区豊浜町１０番６０号

ヒマラヤ津山インター店 708-0842 岡山県 岡山県津山市河辺９１１番地１

ゆめタウン倉敷店 710-0834 岡山県 岡山県倉敷市笹沖１２７４番地の１

リブ２１店 719-1156 岡山県 岡山県総社市門田１８７ハピータウン　リブ２１内

靴のキシモト 704-8117 岡山県 岡山県岡山市東区西大寺南１-２-５天満屋ハッピータウン内

靴のベストフット岡南店 702-8056 岡山県 岡山県岡山市南区築港新町１-２-３００

東京靴流通センターサンパーク新見店 718-0013 岡山県 岡山県新見市正田５０７－６サンパーク新見　内  

東京靴流通センター岡山大安寺店 700-0064 岡山県 岡山県岡山市北区 大安寺南町１－１－１０７ 

東京靴流通センター水島店 712-8013 岡山県 岡山県倉敷市亀島１－２１－６

東京靴流通センター倉田店 703-8265 岡山県 岡山県岡山市中区 倉田６４２－１  

東京靴流通センター倉敷茶屋町店 710-0023 岡山県 岡山県倉敷市帯高４－１

東京靴流通センター妹尾店 701-0205 岡山県 岡山県岡山市南区 妹尾２４３５－１

広島県
ASBeefam広島段原店 732-0814 広島県 広島県広島市南区段原南1-3-52広島段原ショッピングセンター内 

ASBeeイオンモール広島祇園店 731-0138 広島県 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1イオンモール広島祇園 3F

ASBeeイオンモール広島府中店 735-0021 広島県 広島県安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中 3F

BARNSssゆめﾀｳﾝ広島店 734-0007 広島県 広島県広島市南区皆実町２丁目８ー１７　ゆめタウン広島店　２Ｆ

BARNSssゆめﾀｳﾝ廿日市店 738-0023 広島県 広島県廿日市市下平良２ー１３１７ー５ゆめタウン廿日市３Ｆ

FeminineCafe広島祇園店 731-0138 広島県 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1イオンモール広島祇園ショッピングセンター 2F

GreenBoxKutsura 広島府中店 735-8577 広島県 広島県安芸郡府中町大須2-1-1イオンスタイル広島府中 3F

GreenBox宇品店 734-0003 広島県 広島県広島市南区宇品東6-1-15イオン宇品店内 

GreenBox広店 737-0125 広島県 広島県呉市広本町2-17-1イオン広店内 

GreenBox広島祇園店 731-0196 広島県 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1イオン広島祇園店内 

GreenBox広島府中店 735-0021 広島県 広島県安芸郡府中町大須2-1-1イオンスタイル広島府中店内 

GreenBox三原店 723-0014 広島県 広島県三原市城町2-13-1イオン三原店内 

サンリブ可部 731-0221 広島県 広島県広島市安佐北区可部5-11-17

サンリブ五日市店 731-5116 広島県 広島県広島市佐伯区佐伯区八幡１－２４－１７

シューズ愛ランド広島緑井店 731-0103 広島県 広島県広島市安佐南区緑井６丁目２-１１

シューズ愛ランド東尾道店 729-0141 広島県 広島県尾道市高須東新涯５７

シューズ愛ランド福山蔵王店 721-0973 広島県 広島県福山市南蔵王町５-４-３０

シュープラザ可部店 731-0231 広島県 広島県広島市安佐北区亀山３丁目１２０７－１

シュープラザ呉広店 737-0112 広島県 広島県呉市 広古新開８丁目５－２４

シュープラザ広島東フォレオ店 732-0033 広島県 広島県広島市東区 温品１丁目３番２号  フォレオ広島東Ｂ棟　２Ｆ  

シュープラザ高陽フジグラン店 739-1742 広島県 広島県広島市安佐北区亀崎１丁目１―６ フジグラン高陽　２Ｆ

シュープラザ三次店 728-0017 広島県 広島県三次市南畑敷町２３２－１ 

シュープラザ神辺フレスポ店 720-2123 広島県 広島県福山市神辺町川北１５３３  フレスポ神辺モール　内 

シュープラザ西風新都店 731-3167 広島県 広島県広島市安佐南区大塚西６丁目６－１  イオン西風新都ＳＣ　１Ｆ  

シュープラザ福山店 721-0958 広島県 広島県福山市西新涯町１丁目１９－５

スーパースポーツゼビオ 広島アルパーク店 733-0863 広島県 広島県広島市西区草津南4丁目7-1

スーパースポーツゼビオ 広島八木店 731-0101 広島県 広島県広島市安佐南区八木2-16-10



スーパースポーツゼビオ 福山店 720-0801 広島県 広島県福山市入船町3-1-25

スポーツオーソリティ広島店 734-0014 広島県 広島県広島市南区宇品西2－16－51 ベイシティ宇品

スポーツオーソリティ広島府中店 735-0021 広島県 広島県安芸郡府中町大須2－1－1 イオンモール広島府中

スポーツオーソリティ広島祗園店 731-0196 広島県 広島県広島市安佐南区祇園3丁目2－1 イオンモール広島祇園内2Ｆ

スポーツデポ広島八木店 731-0101 広島県 広島県広島市安佐南区八木１－１７－１８

スポーツデポ福山店 721-0974 広島県 広島県福山市東深津町３－２１－４８

タウンシューズポートプラザ店 720-0801 広島県 広島県福山市入船町３-１-２５天満屋ハッピータウン内

タウンシューズ三原店 723-0015 広島県 広島県三原市円一町１丁目１番７号

タウンシューズ東広島店 739-0024 広島県 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５フジグラン東広島店　店内

タウンシューズ府中店 726-0004 広島県 広島県府中市府川町１８６-１

ヒマラヤ尾道店 722-0051 広島県 広島県尾道市東尾道１４－１４

ヒマラヤ呉駅前店 737-0029 広島県 広島県呉市宝町１－１２

ヒマラヤ広島商工センター店 733-0833 広島県 広島県広島市西区商工センター８丁目２番４９号

ヒマラヤフジグラン神辺店 720-2107 広島県 広島県福山市神辺町大字新道上字２丁目１０番２６号 

ヒマラヤフジグラン東広島店 739-0024 広島県 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５番地　フジグラン東広島２階

ヒマラヤフジグラン三原店 723-0015 広島県 広島県三原市円一町１－１－７　フジグラン三原２Ｆ

ゆめタウン福山店 720-8524 広島県 広島県福山市入船町３－１－６０

ゆめタウン呉店 737-0029 広島県 広島県呉市宝町５-１０

ゆめタウン広島店 734-0007 広島県 広島県広島市南区皆実町２丁目８-１７

ゆめタウン蔵王店 721-0973 広島県 広島県福山市南蔵王町五丁目９番１８号

ゆめタウン大竹店 739-0622 広島県 広島県大竹市晴海一丁目６番１号

ゆめタウン東広島店 739-0007 広島県 広島県東広島市西条土与丸一丁目５-７

ゆめタウン廿日市 738-0023 広島県 広島県廿日市市下平良２丁目２番１号

ワシントン靴店クロシード広島サンモール 730-0031 広島県 広島県広島市中区紙屋町２－２－１８広島サンモール　１Ｆ

東京靴流通センターコーナン広島店 731-5102 広島県 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内６７４１番地 石内ショッピングプラザ　内

東京靴流通センターゆめタウンみゆき店 734-0014 広島県 広島県広島市南区 宇品西６丁目７－１４ゆめタウンみゆき　１Ｆ 

東京靴流通センター楽々園店 731-5136 広島県 広島県広島市佐伯区楽々園４－１４－１ファミリー タウン広島楽々園ナイスディ１Ｆ  

東京靴流通センター呉焼山店 737-0903 広島県 広島県呉市 焼山西３丁目４番１２号

東京靴流通センター広島観音店 733-0034 広島県 広島県広島市西区 南観音町１８－１ エトノ空港通りビル　１Ｆ  

東京靴流通センター三原店 723-0051 広島県 広島県三原市宮浦５－２８－１３ 

東京靴流通センター東広島店 739-0025 広島県 広島県東広島市西条中央３－２６－１６

東京靴流通センター福山緑町店 720-0804 広島県 広島県福山市緑町２番４４－４ ココローズ　内

山口県
ASBeefam防府店 747-0802 山口県 山口県防府市中央町1-3イオン防府店 1F

Genki Kidsおのだサンパーク店 756-8585 山口県 山口県山陽小野田市中川6-4-1  おのだサンパーク　２Ｆ

GreenBox光店 743-0046 山口県 山口県光市浅江木園1756-1イオン光店内 

GreenBox防府店 747-0802 山口県 山口県防府市中央町1-3イオン防府店内 

サンリブ阿知須店 754-1277 山口県 山口県山口市阿知須町４８２５－１

サンリブ下松店 744-0027 山口県 山口県下松市南花岡６－８－１

サンリブ萩店 758-0044 山口県 山口県萩市唐樋町２－４

シューズ愛ランド宇部店 755-0064 山口県 山口県宇部市鍋倉町６-３３

シューズ愛ランド下関店 751-0841 山口県 山口県下関市垢田町１丁目７０２-１

シューズ愛ランド山口周南店 744-0073 山口県 山口県下松市美里町二丁目４番３０番

シューズ愛ランド山口店 753-0079 山口県 山口県山口市糸米２丁目２５９８-１

シューズ愛ランド南岩国店 740-0034 山口県 山口県岩国市南岩国町１丁目１６０-９

シュープラザコスパ防府店 747-0836 山口県 山口県防府市大字植松５６６－１  コスパ防府　内

シュープラザ宇部店 755-0047 山口県 山口県宇部市島３－１－１ 

シュープラザ山口店 753-0815 山口県 山口県山口市維新公園５－２－１３  

シュープラザ周南久米イオンタウン店 745-0801 山口県 山口県周南市久米２８６７番地 イオンタウン周南久米

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン宇部店 759-0213 山口県 山口県宇部市黒石北3丁目4番1号

スーパースポーツゼビオ ゆめモール下関店 751-0820 山口県 山口県下関市新椋野一丁目2番13号

スポーツオーソリティイオンタウン防府店 747-0823 山口県 山口県防府市鐘紡町7－1 イオンタウン防府 2Ｆ

スポーツデポ山口店 753-0214 山口県 山口県山口市大内御堀字下堀９６４－１

チヨダ宇部フジグラン店 755-0008 山口県 山口県宇部市明神町３丁目１－１  フジグラン　１Ｆ 

チヨダ萩アトラス店 758-0042 山口県 山口県萩市 大字御許町４２番地の１ アトラス萩　１Ｆ 

ヒマラヤイオンタウン周南店 746-0025 山口県 山口県周南市古市１丁目４番１号　ｲｵﾝﾀｳﾝ周南店ﾋﾏﾗﾔ棟

ヒマラヤおのだサンパーク店 756-8585 山口県 山口県山陽小野田市中川６丁目４番１号　おのだサンパーク２Ｆ

ヒマラヤサンリブ下松店 744-0027 山口県 山口県下松市南花岡６－８－１　サンリブ下松２Ｆ

ヒマラヤ新下関店 751-0869 山口県 山口県下関市伊倉新町５－６－６

ヒマラヤフジグラン宇部店 755-0008 山口県 山口県宇部市明神町３丁目１番１号

ヒマラヤフレスタモールカジル岩国店 740-0021 山口県 山口県岩国市室の木町１－２－３８　フレスタモールカジル岩国２Ｆ

ヒマラヤゆめタウン南岩国店 740-0034 山口県 山口県岩国市南岩国１丁目２０番３０号

ヒマラヤ山口店 753-0222 山口県 山口県山口市大内矢田南４－１－１

ヒマラヤ小郡店 754-0029 山口県 山口県山口市小郡維新町４－１

ゆめシティ 751-0869 山口県 山口県下関市伊倉新町３丁目１番１号

ゆめタウン山口店 753-0251 山口県 山口県山口市大内千坊６丁目９-１

ゆめタウン徳山店 745-0842 山口県 山口県周南市青山町１番１８号

ゆめタウン南岩国店 740-0034 山口県 山口県岩国市南岩国町一丁目２０番３０号

東京靴流通センター山口小郡店 754-0002 山口県 山口県山口市小郡下郷尾崎３８１－１

東京靴流通センター長門店 759-4101 山口県 山口県長門市東深川１３８６－１ 

東京靴流通センター柳井店 742-0032 山口県 山口県柳井市古開作６５７－１

香川県
ASBeefamパワーシティ丸亀店 763-0063 香川県 香川県丸亀市新浜町1-803-2パワーシティ丸亀店内 

ASBeefamマルナカ栗林南店 761-8053 香川県 香川県高松市西ハゼ町字清水18マルナカ栗林南店内 

ASBeefamマルナカ白鳥店 769-2705 香川県 香川県東かがわ市白鳥町白鳥字城泉144-1マルナカ白鳥店内 

ASBeefam宇多津店 769-0202 香川県 香川県綾歌郡宇多津町浜ニ番丁16イオンタウン宇多津 1F

ASBeeイオンモール綾川店 761-2304 香川県 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1イオンモール綾川 2F

ASBeeイオンモール高松店 761-8012 香川県 香川県高松市香西本町1-1イオンモール高松 2F

GreenBoxマルナカ三木店 761-0612 香川県 香川県木田郡三木町氷上482-2マルナカ三木店内 

GreenBox綾川店 761-2304 香川県 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1イオン綾川店内 

GreenBox高松店 761-8012 香川県 香川県高松市香西本町1-1イオン高松店内 

GreenBox高松東店 760-0066 香川県 香川県高松市福岡町3-8-5イオン高松東店内 

GreenBox坂出店 762-2111 香川県 香川県坂出市京町1-4-18イオン坂出店内 

シュープラザ丸亀店 763-0071 香川県 香川県丸亀市田村町５２８－１

シュープラザ高松イオンモール店 761-8012 香川県 香川県高松市香西本町１番地１ イオンモール高松店　２Ｆ  

シュープラザ高松レインボーロード店 760-0079 香川県 香川県高松市松縄町１１３２－１０  

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン高松店 761-8056 香川県 香川県高松市上天神町字高田362-1(別館2階)

スポーツオーソリティ高松店 761-8012 香川県 香川県高松市香西本町1番1 イオンモール高松

スポーツデポ丸亀店 763-0072 香川県 香川県丸亀市山北町５０－１

スポーツデポ高松伏石店 761-8071 香川県 香川県高松市伏石町２１３８番地５

つるやイオン綾川店 761-2304 香川県 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 イオンモール綾川内 3F

つるや宇多津店 769-0210 香川県 香川県綾歌郡宇多津町２４１９－１スーパーセンター宇多津

ヒマラヤイオンモール綾川店 761-2304 香川県 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１　イオンモール綾川２Ｆ

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県 香川県高松市三条町６０８-１

東京靴流通センター観音寺店 768-0021 香川県 香川県観音寺市吉岡町道下７１６



東京靴流通センター高松春日町店 761-0101 香川県 香川県高松市春日町字片田１６４４－１ 

高知県
ASBeeイオンモール高知店 780-0026 高知県 高知県高知市秦南町1-4-8イオンモール高知店 2F

GreenBox高知旭町店 780-0935 高知県 高知県高知市旭町3-94イオン高知旭町店内 

GreenBox高知店 780-0026 高知県 高知県高知市秦南町1-4-8イオンスタイル高知店内 

いの店 781-2110 高知県 高知県五川郡いの町いの町２０５

シューズカンパニーマルナカ四万十店 787-0019 高知県 高知県四万十市具同２１１　マルナカ四万十内

シューズカンパニー須崎店 785-0051 高知県 高知県須崎市神田２５００－１　マルナカ須崎内

シューズカンパニー南国店 783-0004 高知県 高知県南国市大埇字樋掛甲２５３１　マルナカ南国店

シュープラザ高知介良店 781-5106 高知県 高知県高知市介良乙３１７－１ 高知パワーセンター　内 

シュープラザ四万十店 787-0019 高知県 高知県四万十市具同字八反田３１９３－１  四万十ショッピングガーデン内 

スーパースポーツゼビオ 高知インタ－店 781-0015 高知県 高知県高知市薊野西町三丁目34番1号

須崎店 785-0041 高知県 高知県高岡郡須崎市西崎町６-１５　マック須崎店内

スポーツオーソリティ高知店 780-0026 高知県 高知県高知市秦南町1－4－8 イオンモール高知

スポーツデポ高知店 781-5106 高知県 高知県高知市介良乙３１７－１

ヒマラヤフジグラン四万十店 787-0019 高知県 高知県四万十市具同２２２２番地　フジグラン四万十SC内

東京靴流通センター高知安芸店 784-0023 高知県 高知県安芸市染井町７２６－１

東京靴流通センター高知後免店 783-0024 高知県 高知県南国市東崎９４９－１  

東京靴流通センター高知朝倉店 780-8072 高知県 高知県高知市曙町１丁目５－３４ 

東京靴流通センター高知潮江店 780-8003 高知県 高知県高知市北新田町８－１５

東京靴流通センター高知北本町店 780-0056 高知県 高知県高知市北本町４丁目６－４０  

東京靴流通センター土佐高岡店 781-1101 高知県 高知県土佐市高岡町甲７１８－１ 

徳島県
ASBeefamパワーシティ鴨島店 776-0001 徳島県 徳島県吉野川市鴨島町牛島四ツ屋1-1パワーシティ鴨島 

ASBeefamマルナカパワーシティ鳴門店 772-0011 徳島県 徳島県鳴門市撫養町大桑島濘岩浜4-1マルナカパワーシティ鳴門店内 

ASBeeイオンモール徳島店 770-0865 徳島県 徳島県徳島市南末広町4-1イオンモール徳島 2F

FeminineCafe徳島店 770-0865 徳島県 徳島県徳島市南末広町4-1イオンモール徳島 3F

GreenBox徳島店 770-0865 徳島県 徳島県徳島市南末広町4-1イオンスタイル徳島 4F

阿南店 774-0030 徳島県 徳島県阿南市富岡町玉塚51番地1

シューズカンパニー徳島店 770-8008 徳島県 徳島県徳島市西新浜町１－４５－１　マルナカ徳島内

シュープラザ徳島国府店 779-3120 徳島県 徳島県徳島市国府町南岩延字三反地３３－１

シュープラザ徳島川内店 771-0131 徳島県 徳島県徳島市川内町大松４８９－１  

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1

スポーツオーソリティ徳島店 770-0865 徳島県 徳島県徳島市南末広町4番1号 イオンモール徳島1・2階

スポーツデポ徳島藍住店 771-1265 徳島県 徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜８７番地２

チャップリン藍住店 771-1220 徳島県 徳島県板野郡藍住町東中富字直道傍示３１番地１

チャップリン沖浜店 770-8052 徳島県 徳島県徳島市沖浜２丁目１８番地

チャップリン北島店 771-0205 徳島県 徳島県板野郡北島町江尻字小分１８番地

チャップリン小松島店 773-0001 徳島県 徳島県小松島市小松島町喜来６－１

ゆめタウン徳島 771-1202 徳島県 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８番地の１

鴨島店 776-0003 徳島県 徳島県吉野川市上下島９２－３

小松島店 773-0001 徳島県 徳島県小松島市小松島町字若井崎３３

東京靴流通センター徳島阿南店 774-0014 徳島県 徳島県阿南市学原町深田１８－１ 

東京靴流通センター徳島脇町店 779-3602 徳島県 徳島県美馬市脇町猪尻建神社下南１９３－１

愛媛県
ASBeeイオンモール今治新都市店 794-0068 愛媛県 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 1F

FeminineCafe新居浜店 792-0007 愛媛県 愛媛県新居浜市前田町8-8イオンモール新居浜店 1F

Genki KidsエミフルMASAKI店 791-3120 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町筒井850  エミフルMASAKI　２Ｆ

GreenBox今治新都市店 794-0068 愛媛県 愛媛県今治市にぎわい広場1-1イオンスタイル今治新都市店内 

GreenBox松山店 790-0951 愛媛県 愛媛県松山市天山1-13-5イオンスタイル松山店内 

GreenBox新居浜店 792-0007 愛媛県 愛媛県新居浜市前田町8-8イオン新居浜店内 

アルペン大洲店 795-0064 愛媛県 愛媛県大洲市東大洲６５５番１

シューズカンパニーマルナカ宇和島店 798-0077 愛媛県 愛媛県宇和島市保田字若藤甲８４１－２　マルナカ宇和島内

シューズショップ　アオキ（Ａ－ＭＡＲＴ） 795-0054 愛媛県 愛媛県大洲市中村２４６ー１アクトピア大洲

シュープラザ宇和島店 798-0078 愛媛県 愛媛県宇和島市祝森甲１６６７  

シュープラザ今治店 799-1502 愛媛県 愛媛県今治市喜田村２丁目２－８ 

シュープラザ四国中央店 799-0401 愛媛県 愛媛県四国中央市 村松町１番１ 

シュープラザ松山はなみずき通店 790-0941 愛媛県 愛媛県松山市和泉南２丁目７番１号  

シュープラザ松山店 791-8004 愛媛県 愛媛県松山市鴨川２丁目１１－８ 

シュープラザ大洲フレスポ店 795-0061 愛媛県 愛媛県大洲市徳森字宮方２８５ フレスポ大洲内

スーパースポーツゼビオ エミフル松前店 791-3120 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町筒井850番

スーパースポーツゼビオ 松山問屋町店 791-8018 愛媛県 愛媛県松山市問屋町5番22号

スポーツオーソリティ今治新都市店 794-0068 愛媛県 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1 イオンモール今治新都市1Ｆ

スポーツオーソリティ新居浜店 792-0007 愛媛県 愛媛県新居浜市前田町8－8 イオンモール新居浜

つるやＴＲＹ見奈良 791-0211 愛媛県 愛媛県東温市見奈良１１２５クールス・モール

つるやＴＲＹ松山店 790-0012 愛媛県 愛媛県松山市湊町４－１１－１

つるやアスリートロッカー　フジグラン北浜店 796-0048 愛媛県 愛媛県八幡浜市北浜１丁目４－３３　フジグラン北浜内

つるやアスリートロッカー大街道店 790-0004 愛媛県 愛媛県松山市大街道２－６－７平岡ビル２Ｆ

つるやイオン新居浜店 792-0007 愛媛県 愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜内

つるやエミフル店 791-3120 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０　エミフルＭＡＳＡＫＩ内２Ｆ

つるやオズメッセ店 795-0064 愛媛県 愛媛県大洲市１５９６－１　オズメッセ２１　Ａコープ大洲内

つるや川之江店 799-0113 愛媛県 愛媛県四国中央市妻鳥町上樋ノ上1795イオン川之江内

つるやシューズカンパニーフジグラン今治店 794-0033 愛媛県 愛媛県今治市東門町５－１３フジグラン今治店

つるやシューズカンパニー東予店 799-1371 愛媛県 愛媛県西条市０周布１９１マルナカ東予店

つるやハートフラッター大街道店 790-0004 愛媛県 愛媛県松山市０大街道２－６－７平岡ビル２Ｆ２－３－５メトロポール１Ｆ

つるやフジ重信店 791-0216 愛媛県 愛媛県東温市０野田３－１－１３－フジグラン重信

つるやフジ新居浜店 792-0802 愛媛県 愛媛県新居浜市新須賀２　フジグラン新居浜店

つるや垣生店 791-8044 愛媛県 愛媛県松山市西垣生町207　フジ内

つるや南松山店 790-0952 愛媛県 愛媛県松山市朝生田町５－１－２５ジョー・プラ内

つるや姫原店 791-8012 愛媛県 愛媛県松山市姫原2丁目4-28 フジ内

ヒマラヤ今治店 794-0811 愛媛県 愛媛県今治市南高下町１－４－２２

ヒマラヤフジグラン川之江店 799-0113 愛媛県 愛媛県四国中央市妻鳥町１１３６番地1

ヒマラヤ松山店 791-8025 愛媛県 愛媛県松山市衣山１－１６０

東京靴流通センター松山古三津店 791-8067 愛媛県 愛媛県松山市古三津６－１９３９－１

福岡県
ASBeefam岡垣店 811-4212 福岡県 福岡県遠賀郡岡垣町大字黒山338-1イオン岡垣 1F

ASBeefam小倉店 800-0217 福岡県 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1サニーサイドモール小倉 2F

ASBeefam大木店 830-0411 福岡県 福岡県三潴郡大木町大字蛭池1200イオン大木ショッピングセンター 1F

ASBeeKIDS福岡店 811-2303 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1イオンモール福岡店 1F

ASBeeイオンモール大牟田店 836-0037 福岡県 福岡県大牟田市岬町3-4イオンモール大牟田 2F

ASBeeイオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県 福岡県筑紫野市立明寺434-1イオンモール筑紫野 3F

ASBeeイオンモール直方店 822-0008 福岡県 福岡県直方市湯野原2-1-1イオンモール直方 2F

ASBeeイオンモール八幡東店 805-0071 福岡県 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102イオンモール八幡東 3F

ASBeeイオンモール福岡伊都店 819-0375 福岡県 福岡県福岡市西区北原1-2-1イオンモール福岡伊都 3F



ASBeeイオンモール福岡店 811-2303 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1イオンモール福岡 1F

ASBeeイオンモール福津店 811-3209 福岡県 福岡県福津市日蒔野6-16-1イオンモール福津 3F

ASBeeイオン小郡店 838-0115 福岡県 福岡県小郡市大保字弓場110イオン小郡ショッピングセンター 1F

BARNSss　イオンモール直方店 822-0008 福岡県 福岡県直方市湯野原２ー１ー１イオンモール直方　１Ｆ　区画１２２

FeminineCafe福岡店 811-2303 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192イオンモール福岡店 2F

FeminineCafe福津催事 811-3209 福岡県 福岡県福津市日蒔野6-16-1イオンモール福津店 2F

FeminineCafe木の葉橋本店 819-0031 福岡県 福岡県福岡市西区橋本2-27-2木の葉モール橋本ショッピングセンター 2F

ＦＯＯＴ　ＬＯＣＫ　新天町 810-0001 福岡県 福岡県福岡市中央区天神２－９－２１０

Genki Kids+木の葉ﾓｰﾙ橋本店 819-0031 福岡県 福岡県福岡市西区橋本2-27-2  木の葉モール橋本　２Ｆ

Genki Kids+福津店 811-3209 福岡県 福岡県福津市日蒔野6-16-1  イオンモール福津　３Ｆ

Genki Kids筑紫野店 818-0042 福岡県 福岡県筑紫野市立明寺434-1  イオンモール筑紫野　３Ｆ

GreenBoxなかま店 809-0013 福岡県 福岡県中間市上蓮花寺1-1-1イオンなかま店内 

GreenBoxマリナタウン店 819-0014 福岡県 福岡県福岡市西区豊浜3-1-10イオンマリナタウン店内 

GreenBox甘木店 838-0068 福岡県 福岡県朝倉市甘木380イオン甘木店内 

GreenBox戸畑店 804-0067 福岡県 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2イオン戸畑店内 

GreenBox香椎浜店 813-0016 福岡県 福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1イオン香椎浜店内 

GreenBox笹丘店 810-0034 福岡県 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74イオンスタイル笹丘店内 

GreenBox若松店 808-0103 福岡県 福岡県北九州市若松区二島1-3-1イオン若松店内 

GreenBox小郡店 838-0115 福岡県 福岡県小郡市大保字弓場110イオン小郡ショッピングセンター 1F

GreenBox大牟田店 836-0037 福岡県 福岡県大牟田市岬町3-4イオン大牟田店内 

GreenBox大野城店 816-0935 福岡県 福岡県大野城市錦町4-1-1イオン大野城店内 

GreenBox筑紫野店 818-0042 福岡県 福岡県筑紫野市立明寺434-1イオン筑紫野店内 

GreenBox直方店 822-0008 福岡県 福岡県直方市湯野原2-1-1イオン直方店内 

GreenBox八幡東店 805-0071 福岡県 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102イオン八幡東 3F

GreenBox福岡伊都店 819-0375 福岡県 福岡県福岡市西区徳永113-2イオン福岡伊都店内 

GreenBox福岡店 811-2303 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1イオン福岡 2F

GreenBox福岡東店 811-2205 福岡県 福岡県糟屋郡志免町別府北2-14-1イオン福岡東店内 

GreenBox福津店 811-3209 福岡県 福岡県福津市日蒔野6-16-1イオン福津店内 

GreenBox穂波店 820-0081 福岡県 福岡県飯塚市枝国長浦666-48イオン穂波店内 

Kish Plusマークイズﾞ福岡ももち店 810-0065 福岡県 福岡県福岡市中央区地行浜2-30-24マークイズ福岡ももち 3F

サンリブ朝日が丘 803-0833 福岡県 福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘3-18

サンリブくりえいと宗像店 811-4184 福岡県 福岡県宗像市くりえいと１－５－１

サンリブシティ小倉店 800-0288 福岡県 福岡県北九州市小倉南区小倉南区上葛原２－１４－１

サンリブ久留米店 839-0862 福岡県 福岡県久留米市野中町１４１１－１

サンリブ古賀店 811-3101 福岡県 福岡県古賀市天神２－５－１

サンリブ高須店 808-0145 福岡県 福岡県北九州市若松区若松区高須南２－２－１

サンリブ三ヶ森店 807-0843 福岡県 福岡県北九州市八幡西区八幡西区三ヶ森３－９－１

サンリブ若松店 808-0034 福岡県 福岡県北九州市若松区若松区本町３－１１－１

サンリブ折尾店 807-0674 福岡県 福岡県北九州市八幡西区八幡西区大浦３－１－１

サンリブ筑後店 833-0004 福岡県 福岡県筑後市徳久２４８－１

サンリブ直方店 822-0024 福岡県 福岡県直方市須崎町２－２６

サンリブ田川店 826-0042 福岡県 福岡県田川市川宮１６９３－１

サンリブ到津店 803-0845 福岡県 福岡県北九州市小倉北区小倉北区上到津４－２－１

サンリブ木屋瀬店 807-1261 福岡県 福岡県北九州市八幡西区八幡西区木屋瀬１－２７－１

シューズ愛ランドコスタ行橋店 824-0038 福岡県 福岡県行橋市西泉６丁目１番１号コスタ行橋内コスタ行橋Ｃ棟

シューズ愛ランド久留米上津バイパス店 830-0056 福岡県 福岡県久留米市本山１丁目１０番５号

シューズ愛ランド小倉下曽根店 800-0226 福岡県 福岡県北九州市小倉南区田原新町２丁目４-２８

シューズ愛ランド折尾店 807-0865 福岡県 福岡県北九州市八幡西区美吉野町１０６２-１

シューズ愛ランド太宰府店 818-0135 福岡県 福岡県太宰府市向佐野３丁目１番５号

シューズ愛ランド福岡新宮店 811-0124 福岡県 福岡県糟屋郡新宮町新宮東５丁目３番１号

シューズ愛ランド福岡福重店 819-0041 福岡県 福岡県福岡市西区拾六町２５番１０号

シュープラザ　イオンマリナタウン店 819-0014 福岡県 福岡県福岡市西区 豊浜３丁目１番１０号イオンマリナタウン店　２Ｆ

シュープラザトリアス久山店 811-2502 福岡県 福岡県糟屋郡久山町  大字山田１１１１ トリアス久山　内 

シュープラザなかまショッパー店 809-0013 福岡県 福岡県中間市上蓮花寺２丁目１番１号 ショッパーズモールなかま西館 

シュープラザ甘木イオン店 838-0068 福岡県 福岡県朝倉市甘木３８０番地イオン甘木店１Ｆ 

シュープラザ久留米合川店 839-0865 福岡県 福岡県久留米市新合川１丁目６－５ 

シュープラザ久留米南店 830-0058 福岡県 福岡県久留米市野伏間１丁目１０番２号

シュープラザ行橋店 824-0001 福岡県 福岡県行橋市行事７丁目８番５２号  

シュープラザ笹丘イオンスタイル店 810-0034 福岡県 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４  イオンスタイル笹丘店　１Ｆ

シュープラザ糸島前原店 819-1102 福岡県 福岡県糸島市高田２丁目２－２０ 

シュープラザ春日アクロスモール店 816-0814 福岡県 福岡県春日市春日５－１７  アクロスモール春日　１Ｆ  

シュープラザ太宰府店 818-0134 福岡県 福岡県太宰府市大佐野５－１３－２３  

シュープラザ大牟田店 836-0004 福岡県 福岡県大牟田市手鎌１５８６－２ 大牟田レックス内 

シュープラザ筑紫野シュロアモール店 818-0024 福岡県 福岡県筑紫野市原田８３６－１シュロアモール筑紫野内 

シュープラザ直方店 822-0002 福岡県 福岡県直方市大字頓野２９７８－１  

シュープラザ博多フォレオ店 812-0892 福岡県 福岡県福岡市博多区東那珂１丁目１４－４６ フォレオ博多　１Ｆ  

シュープラザ八幡西店 807-0075 福岡県 福岡県北九州市八幡西区 下上津役４丁目２１－６

シュープラザ飯塚店 820-0088 福岡県 福岡県飯塚市弁分１５－７ 

シュープラザ姪浜店 819-0005 福岡県 福岡県福岡市西区 内浜１丁目１５－１５  

シュープラザ柳川ショッピングモール店 832-0824 福岡県 福岡県柳川市三橋町藤吉５１９－２  

スーパースポーツゼビオ イオンタウン黒崎店 806-0036 福岡県 福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1

スーパースポーツゼビオ キャナルシティ博多店 812-0018 福岡県 福岡県福岡市博多区住吉1-2-74  ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多ｻｳｽﾋﾞﾙ3F

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン久留米店 839-0865 福岡県 福岡県久留米市新合川1-3-30

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン大牟田店 836-0807 福岡県 福岡県大牟田市旭町2丁目28

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン筑紫野店 818-0081 福岡県 福岡県筑紫野市針摺東3丁目1-8

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン博多店 812-0055 福岡県 福岡県福岡市東区東浜1-1-1

スーパースポーツゼビオ リバーウｫーク北九州店 803-0812 福岡県 福岡県北九州市小倉北区室町1丁目1-1 

スーパースポーツゼビオ 春日店 816-0814 福岡県 福岡県春日市春日5-51

スーパースポーツゼビオ 小倉東インター店 800-0255 福岡県 福岡県北九州市小倉南区上葛原1丁目17-1

スーパースポーツゼビオ 福岡木の葉モール橋本店 819-0031 福岡県 福岡県福岡市西区橋本2丁目27番2号 木の葉ﾓｰﾙ橋本 2F

スポーツオーソリティ若松店 808-0103 福岡県 福岡県北九州市若松区二島1－3－1 イオン若松ショッピングセンタ－2階

スポーツオーソリティ小郡店 838-0115 福岡県 福岡県小郡市大保字弓場110 イオン小郡ショッピングセンター

スポーツオーソリティ大牟田店 836-0037 福岡県 福岡県大牟田市岬町3－4 イオンモール大牟田

スポーツオーソリティ直方店 822-0008 福岡県 福岡県直方市湯野原2丁目1－1 イオンモール直方

スポーツオーソリティ福岡伊都店 819-0379 福岡県 福岡県福岡市西区北原1丁目3番1号 イオンモール福岡伊都 別館1階

スポーツオーソリティ福岡店 811-2303 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192－1 イオンモール福岡2階

スポーツオーソリティ福津店 811-3209 福岡県 福岡県福津市日蒔野6丁目16番地の1 イオンモール福津 2階

スポーツデポスペースワールド駅前店 805-0071 福岡県 福岡県北九州市八幡東区東田２－３－９

スポーツデポマリノアシティ福岡店 819-0001 福岡県 福岡県福岡市西区小戸２－１２－３０

スポーツデポ久留米櫛原店 830-0003 福岡県 福岡県久留米市東櫛原町３７０－３

スポーツデポ小倉東インター店 800-0255 福岡県 福岡県北九州市小倉南区上葛原二丁目１８番１７号

スポーツデポ太宰府インター店 816-0912 福岡県 福岡県大野城市御笠川２－１８－５

スポーツデポ福岡香椎店 813-0015 福岡県 福岡県福岡市東区香椎団地１番２０号

ゼビオスポーツエクスプレス 博多マルイ店 812-0012 福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 7階

東京靴流通センター赤間ビバモール店 811-4175 福岡県 福岡県宗像市田久二丁目１番１号  ビバモール赤間　２Ｆ

なにわや　ＳｕｐｅｒＦｏｏｔ 801-0873 福岡県 福岡県北九州市門司区東門司１ー１１ー１３



ハートフラッターイオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１　イオン筑紫野内２Ｆ

ヒマラヤイオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１　イオンモール筑紫野店２Ｆ

ヒマラヤくりえいと宗像店 811-4184 福岡県 福岡県宗像市くりえいと２丁目１番１号

ヒマラヤコスタ行橋店 824-0038 福岡県 福岡県行橋市西泉６－１－１　コスタ行橋２Ｆ

ヒマラヤ福岡新宮店 811-0120 福岡県 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前２丁目６番１５号

ヒマラヤ飯塚店 820-0088 福岡県 福岡県飯塚市弁分２－１

ヒマラヤ八幡西店 807-0856 福岡県 福岡県北九州市八幡西区八枝２丁目１番３号

フットプレイス朝日ヶ丘店 803-0833 福岡県 福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘１－３

ベストシューズ 802-0006 福岡県 福岡県北九州市小倉北区小倉北区魚町２－３－２２

ベストフット大橋店 815-0033 福岡県 福岡県福岡市南区大橋１－１－５

マルショク西門司店 800-0055 福岡県 福岡県北九州市門司区門司区東新町２－４－２７

ゆめタウン久留米店 839-0865 福岡県 福岡県久留米市新合川１-２-１

ゆめタウン行橋店 824-0031 福岡県 福岡県行橋市西宮市三丁目８-１

ゆめタウン大川店 831-0031 福岡県 福岡県大川市大字上巻宇野口４３０-１

ゆめタウン大牟田店 836-0807 福岡県 福岡県大牟田市旭町二丁目２８-１

ゆめタウン筑紫野店 818-0081 福岡県 福岡県筑紫野市針摺東３丁目３-１

ゆめタウン博多店 812-0055 福岡県 福岡県福岡市東区東浜１丁目１番１号

ゆめタウン八女店 834-0064 福岡県 福岡県八女市蒲原９８８-２８

ワシントン靴店コシュエコシュmina天神 810-0001 福岡県 福岡県福岡市中央区天神４－３－８ミーナ天神　Ｂ１Ｆ

井筒屋婦人靴売場 802-0007 福岡県 福岡県北九州市小倉北区小倉北区船場町１－１

靴のワシントンサニーサイドモール小倉店 800-0221 福岡県 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1　サニーサイドモール小倉

靴のワシントン遠賀店 811-4305 福岡県 福岡県遠賀郡遠賀町松の本１丁目１－１（ゆめタウン遠賀１Ｆ）

靴のワシントン行橋店 824-0031 福岡県 福岡県行橋市西宮市３－８－１ゆめタウン

靴のワシントン宗像店 811-4175 福岡県 福岡県宗像市田久１－１ゆめタウン

東京靴流通センター寺塚店 815-0074 福岡県 福岡県福岡市南区 寺塚１丁目１０－１３  

東京靴流通センター諸岡店 812-0894 福岡県 福岡県福岡市博多区諸岡１丁目２３－２７  

東京靴流通センター石丸店 819-0025 福岡県 福岡県福岡市西区 石丸３－５－７  

東京靴流通センター曽根バイパス店 800-0225 福岡県 福岡県北九州市小倉南区 田原３丁目１６－２５  

東京靴流通センター多々良店 813-0033 福岡県 福岡県福岡市東区 多々良２－１０－３６  

東京靴流通センター筑後小郡店 838-0141 福岡県 福岡県小郡市小郡６９３－１  

東京靴流通センター那珂川店 811-1201 福岡県 福岡県那珂川市片縄２丁目１３６

東京靴流通センター門司店 800-0039 福岡県 福岡県北九州市門司区中町３－３

博多大丸紳士靴売場 810-0001 福岡県 福岡県福岡市中央区天神１－４－１

博多大丸婦人靴売場 810-8717 福岡県 福岡県福岡市中央区中央区天神１－４－１

佐賀県
GreenBox江北店 849-0501 佐賀県 佐賀県杵島郡江北町大字山口三本松二1223イオン江北店内 

GreenBox佐賀大和店 840-0201 佐賀県 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535イオン佐賀大和 2F

GreenBox佐賀店 840-2221 佐賀県 佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉87-1イオン佐賀店内 

GreenBox唐津店 847-0022 佐賀県 佐賀県唐津市鏡字立神4671イオン唐津店内 

シューズ愛ランド佐賀店 849-0918 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１７番１２号

シュープラザモラージュ佐賀店 840-0008 佐賀県 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島７３０番地  モラージュ佐賀北館１Ｆ 

シュープラザ伊万里ショッピングセンター店 848-0031 佐賀県 佐賀県伊万里市二里町八谷溺三本松１２６５伊万里ショッピングセンター１Ｆ  

シュープラザ佐賀鹿島店 849-1311 佐賀県 佐賀県鹿島市大字高津原字四本松３６３９－１ 

シュープラザ鳥栖フレスポ店 841-0026 佐賀県 佐賀県鳥栖市本鳥栖町５３７－１  フレスポ鳥栖店２Ｆ  

シュープラザ武雄アクロスプラザ店 843-0024 佐賀県 佐賀県武雄市武雄町大字富岡１２５０９－１ アクロスプラザ武雄　内 

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン佐賀店 849-0919 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫北五丁目14番1号

スポーツオーソリティ唐津店 847-0022 佐賀県 佐賀県唐津市鏡立神4671番地 イオン唐津ショッピングセンター 2階

スポーツデポ佐賀店 849-0914 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫北六丁目6番1号

スポーツデポ唐津店 847-0084 佐賀県 佐賀県唐津市和多田西山１番３号

ゆめタウン佐賀 849-0919 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫北５丁目１４番１号

ゆめタウン武雄店 843-0022 佐賀県 佐賀県武雄市武雄町大字武雄４９９２

東京靴流通センター佐賀三日月店 845-0032 佐賀県 佐賀県小城市三日月町金田１０６４ー３ 

東京靴流通センター三田川店 842-0031 佐賀県 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 吉田一本柳７７－１ 

東京靴流通センター唐津店 847-0085 佐賀県 佐賀県唐津市和多田本村３番７５ 

東京靴流通センター南佐賀店 840-0016 佐賀県 佐賀県佐賀市南佐賀２－７－１

長崎県
Genki Kids+させぼ五番街店 857-0855 長崎県 長崎県佐世保市新港町2-1  させぼ五番街　３Ｆ

GreenBoxチトセピア店 825-8135 長崎県 長崎県長崎市千歳町5-1イオンチトセピア店内 

GreenBox佐世保店 857-0806 長崎県 長崎県佐世保市島瀬町10-9イオン佐世保店内 

GreenBox時津店 851-2102 長崎県 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷751-5イオン時津ショッピングセンター店内 

GreenBox大村店 856-0836 長崎県 長崎県大村市幸町25-200イオン大村店内 

GreenBox大塔店 857-1161 長崎県 長崎県佐世保市大塔町14-2イオン大塔店内 

GreenBox東長崎店 851-0134 長崎県 長崎県長崎市田中町1027-8イオン東長崎店内 

GreenBox有家店 859-2202 長崎県 長崎県南島原市有家町山川135-1イオン有家店内 

シュープラザ早岐イオンタウン店 859-3223 長崎県 長崎県佐世保市広田３丁目２－２４  イオンタウン早岐　内

シュープラザ大村空港通り店 856-0817 長崎県 長崎県大村市古賀島町３８３－１０  

シュープラザ長崎時津店 851-2108 長崎県 長崎県西彼杵郡時津町日並郷１３２０番地１０３ 

シュープラザ島原店 855-0032 長崎県 長崎県島原市北門町１２９７－６ 

シュープラザ矢峰店 857-0132 長崎県 長崎県佐世保市松原町２６番地１

シュープラザ諫早インター店 854-0066 長崎県 長崎県諌早市久山町２３０３番地１  

スーパースポーツゼビオ アクロスプラザ佐世保藤原町店 857-0832 長崎県 長崎県佐世保市藤原町20番7号

スポーツデポ佐世保大塔インター店 857-1161 長崎県 長崎県佐世保市大塔町8番地57

スポーツデポ長崎時津店 851-2108 長崎県 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1320－109

スポーツデポ諫早インター店 854-0066 長崎県 長崎県諫早市久山町2303番地1

チヨダ大野モール店 857-0134 長崎県 長崎県佐世保市瀬戸越４－６－１ 大野モールＳＣ　１Ｆ

ヒマラヤ諫早店 854-0036 長崎県 長崎県諫早市長野町１５９６－１

ヒマラヤ佐世保店 857-1165 長崎県 長崎県佐世保市大和町９７８－６

ヒマラヤ大村店 856-0836 長崎県 長崎県大村市幸町２５番２２７

ヒマラヤ南長崎店 850-0971 長崎県 長崎県長崎市磯道町３７－５　　

ゆめタウン夢彩都 850-0035 長崎県 長崎県長崎市元船町１０番１号

東京靴流通センター佐々店 857-0311 長崎県 長崎県北松浦郡佐々町本田原免１５９－１ 

東京靴流通センター時津ＢＰ店 851-2103 長崎県 長崎県西彼杵郡時津町元村郷８１０－１

東京靴流通センター早岐広田店 859-3223 長崎県 長崎県佐世保市広田３丁目１８－２ 

東京靴流通センター長崎矢上店 851-0133 長崎県 長崎県長崎市矢上町３９－１２

東京靴流通センター諫早店 854-0051 長崎県 長崎県諌早市鷲崎町３７２ 

熊本県
ASBee FORUMイオンモール宇城店 869-0606 熊本県 熊本県宇城市小川町河江1-1イオンモール宇城 1F

ASBeefam西熊本店 861-4132 熊本県 熊本県熊本市南区島町3-1-1イオンタウン西熊本 

ASBeeKIDSイオンモール熊本店 861-3106 熊本県 熊本県上益城郡嘉島町大字上島長池2232イオンモール熊本 2F

ASBeeイオンモール熊本店 861-3106 熊本県 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池2232イオンモール熊本 2F

FeminineCafe熊本店 861-3106 熊本県 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池2232イオンモール熊本 2F

GreenBox宇城店 869-0606 熊本県 熊本県宇城市小川町河江1-1イオン宇城店内 

GreenBox錦店 868-0303 熊本県 熊本県球磨郡錦町西字打越715-1イオン錦店内 

GreenBox熊本店 861-3106 熊本県 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232イオン熊本店内 

GreenBox大津店 869-1235 熊本県 熊本県菊池郡大津町大字室137イオン大津店内 



GreenBox天草店 863-0046 熊本県 熊本県天草市亀場町食場後山下740イオン天草ショッピングセンター店内 

GreenBox八代店 866-0013 熊本県 熊本県八代市沖町六番割3987-3イオン八代店内 

サンリブ熊南店 860-0833 熊本県 熊本県熊本市平成３－２３－３０

サンリブ清水店 861-8081 熊本県 熊本県熊本市麻生田３－１－１

シューズ愛ランド熊本光の森店 869-1101 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町光の森２丁目７番地３

シュープラザくまなん店 860-0834 熊本県 熊本県熊本市南区 江越２丁目２３番５５号

シュープラザはませんゆめタウン店 862-0965 熊本県 熊本県熊本市南区 田井島１丁目２番１号ゆめタウンはません１Ｆ 

シュープラザ宇城イオンモール店 869-0606 熊本県 熊本県宇城市小川町河江１―１ イオンモール宇城　内

シュープラザ菊陽光の森店 869-1108 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町  光の森３－１２－５ 

シュープラザ玉名店 865-0065 熊本県 熊本県玉名市築地字市場８８－１ 

シュープラザ熊本インターミス店 861-8046 熊本県 熊本県熊本市東区 石原１丁目１番１１２号 ＭｒＭａｘ熊本インターＳＣ１Ｆ  

シュープラザ熊本サンロードシティ店 862-0901 熊本県 熊本県熊本市東区 東町３丁目３番３号  サンロードシティ熊本　内  

シュープラザ山鹿店 861-0532 熊本県 熊本県山鹿市鹿校通一丁目８４６番１４０  

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン八代店 866-0045 熊本県 熊本県八代市建馬町3番1号

スーパースポーツゼビオ 熊本ゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目39-1

スーパースポーツゼビオ 熊本本山店 860-0822 熊本県 熊本県熊本市中央区本山町143-4

スポーツオーソリティ熊本店 861-3106 熊本県 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 イオンモール熊本

スポーツオーソリティ八代店 866-0013 熊本県 熊本県八代市沖町六番割 3987－3 イオン八代 2 階

スポーツデポ宇土店 869-0411 熊本県 熊本県宇土市水町５０番１

スポーツデポ熊本インター店 861-8044 熊本県 熊本県熊本市東区神園１丁目１番５号

スポーツデポ南熊本店 860-0812 熊本県 熊本県熊本市南熊本３丁目５番１

テヅカ上熊本 860-0006 熊本県 熊本県熊本市中央区段山本町３９－１

テヅカ渡鹿店 862-0970 熊本県 熊本県熊本市渡鹿１－１７－６

テヅカ飛田店 861-5514 熊本県 熊本県熊本市飛田４－７－２８

ベストフット二本木店 860-0051 熊本県 熊本県熊本市西区二本木5-2-1

マルショク本渡店 863-0022 熊本県 熊本県天草市栄町２８－１

ゆめタウンサンピアン店 861-8010 熊本県 熊本県熊本市上南部２丁目２番２号

ゆめタウンはません 862-0965 熊本県 熊本県熊本市田井島１丁目２番１号

ゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３３-１

靴のやまだ北店 863-0050 熊本県 熊本県天草市丸尾町1-19

靴のやまだジャスコ店 863-0046 熊本県 熊本県天草市亀場町食場後山下７４０ジャスコ本渡ＳＣ　１Ｆ

靴のやまだ本店 863-0023 熊本県 熊本県天草市中央新町３－２０

靴のやまだ本渡市役所前店 863-0014 熊本県 熊本県天草市東浜町９－３

靴の尚美堂ゆめタウン玉名店 865-0015 熊本県 熊本県玉名市亀甲町１３４

靴の尚美堂ゆめタウン荒尾店 864-0033 熊本県 熊本県荒尾市緑ヶ丘１－１－１

靴の尚美堂宇土シティー店 869-0418 熊本県 熊本県宇土市善道寺町綾織１０３宇土シティ

靴の尚美堂人吉店 868-0011 熊本県 熊本県人吉市宝来町１３０７－１

東京靴流通センター菊池店 861-1323 熊本県 熊本県菊池市西寺１６５１－２

東京靴流通センター熊本中央イオン店 862-0971 熊本県 熊本県熊本市中央区大江四丁目２番１号  イオン熊本中央　１Ｆ

東京靴流通センター健軍店 861-2106 熊本県 熊本県熊本市東区 東野１丁目９番５号 

東京靴流通センター松橋店 869-0502 熊本県 熊本県宇城市松橋町松橋９５９

東京靴流通センター新土河原店 860-0059 熊本県 熊本県熊本市西区 野中３丁目７番１号 

東京靴流通センター人吉店 868-0012 熊本県 熊本県人吉市相良町大字１－１０１５－１  

大分県
GreenBoxパークプレイス大分店 870-0174 大分県 大分県大分市公園通り西2-1イオンパークプレイス大分店内 

GreenBox光吉店 870-1132 大分県 大分県大分市大字光吉825-1イオン光吉店内 

GreenBox高城店 870-0154 大分県 大分県大分市高城西町28-1イオン高城店内 

GreenBox三光店 871-0111 大分県 大分県中津市三光佐知1032イオン三光店内 

GreenBox挾間店 879-5518 大分県 大分県由布市挾間町北方77イオン挾間店内 

Ｓ－ｍａｒｔ 871-0015 大分県 大分県中津市牛神４１０－１

アルペン佐伯店 876-0047 大分県 大分県佐伯市鶴岡西町１丁目166番地

カガシヤ ８８店 870-0156 大分県 大分県大分市中央町１－５－３

カガシヤ サン店 870-0128 大分県 大分県大分市森字鍬原６４８－１

カガシヤ わさだ本店 870-1151 大分県 大分県大分市大字市５２７

カガシヤ 高城店 870-0154 大分県 大分県大分市高城西町２８－１

カガシヤ 別府店 874-0922 大分県 大分県別府市船小路町５

サンリブ明野 870-0147 大分県 大分県大分市明野北5-15-16

サンリブ中津店 871-0058 大分県 大分県中津市島田９－１０

シュープラザサンリブわさだ店 870-1161 大分県 大分県大分市大字木上２０５９番地フリーモール　サンリブわさだ内  

シュープラザ宇佐店 879-0456 大分県 大分県宇佐市大字辛島字馬場２４０番地１  

シュープラザ佐伯コスモタウン店 876-0047 大分県 大分県佐伯市鶴岡西町２丁目１７６番地  コスモタウンフリーモール佐伯内  

シュープラザ三光イオンモール店 871-0111 大分県 大分県中津市三光佐知１０３２ イオンモール三光　１階 

シュープラザ森町アクロスプラザ店 870-0127 大分県 大分県大分市大字森町字橋井手通１８１番３ アクロスプラザ森町内

シュープラザ日田店 877-0081 大分県 大分県日田市大字渡里１１２２－１  

シュープラザ豊後高田イオンタン店 879-0617 大分県 大分県豊後高田市 高田２２５７  イオンタウン豊後高田　内  

スーパースポーツゼビオ 大分店 870-1132 大分県 大分県大分市光吉382番1

スポーツオーソリティパークプレイス大分店 870-0174 大分県 大分県大分市公園通り西2丁目1番 パークプレイス大分

スポーツデポ大分店 870-1155 大分県 大分県大分市玉沢755-1　トキハわさだタウン内

チヨダ挾間イオン店 879-5518 大分県 大分県由布市挾間町北方７７番地  イオン挾間ＳＣ　１Ｆ

ヒマラヤ中津店 871-0012 大分県 大分県中津市宮夫２２３－１

ヒマラヤ日田店 877-0082 大分県 大分県日田市大字渡里３３－３

ゆめタウン別府 874-0943 大分県 大分県別府市楠町３８２-７

東京靴流通センター下郡店 870-0952 大分県 大分県大分市下郡北１丁目４番２８号

東京靴流通センター三重町店 879-7111 大分県 大分県豊後大野市 三重町赤嶺字年神１９８０－１

東京靴流通センター日出店 879-1506 大分県 大分県速見郡日出町  3464  

東京靴流通センター日田店 877-0000 大分県 大分県日田市十二町４６４－１

東京靴流通センター別府店 874-0023 大分県 大分県別府市上人ヶ浜町３３２－４  

宮崎県
ASBeeイオンモール宮崎店 880-0834 宮崎県 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1イオンモール宮崎 2F

ASBeeイオンモール都城駅前店 885-0023 宮崎県 宮崎県都城市栄町4672-5イオンモール都城駅前 1F

GreenBox延岡店 882-0847 宮崎県 宮崎県延岡市旭町2-2-1イオン延岡ショッピングセンター店内 

GreenBox宮崎店 880-0834 宮崎県 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1イオン宮崎店内 

GreenBox多々良店 882-0056 宮崎県 宮崎県延岡市岡富町154イオン多々良店内 

GreenBox都城店 885-0055 宮崎県 宮崎県都城市早鈴町1990イオン都城店内 

GreenBox日向店 883-0064 宮崎県 宮崎県日向市大字日知屋字古田町61-1イオン日向店内 

シュープラザ宮崎大塚店 880-0951 宮崎県 宮崎県宮崎市大塚町原１６３２－３  

シュープラザ都城北店 885-0006 宮崎県 宮崎県都城市吉尾町７２４－１

シュープラザ日向イオンタウン店 883-0064 宮崎県 宮崎県日向市日知屋字古田町６１－１ イオンタウン日向　内

シュープラザ浮ノ城店 880-0821 宮崎県 宮崎県宮崎市浮城町８８－１  

スーパースポーツゼビオ 宮崎花ヶ島店 880-0036 宮崎県 宮崎県宮崎市花ヶ島町小物町2653番地

スーパースポーツゼビオ 宮崎店 880-0905 宮崎県 宮崎県宮崎市中村西3-4-14

スポーツオーソリティ宮崎店 880-0834 宮崎県 宮崎県宮崎市新別府町江口862－1 イオンモール宮崎 

スポーツデポニトリモール宮崎店 880-0927 宮崎県 宮崎県宮崎市源藤町東田４５４番地

スポーツデポ延岡多々良店 882-0056 宮崎県 宮崎県延岡市岡富町１５１番地

スポーツデポ都城店 885-0004 宮崎県 宮崎県都城市都北町５７４０



テヅカ加納店 889-1607 宮崎県 宮崎県宮崎郡清武町清武町加納字町ノ前３４６－１ヴィバタウン

テヅカ多々良店 882-0056 宮崎県 宮崎県延岡市岡富町１２６

テヅカ都城店 885-0022 宮崎県 宮崎県都城市小松原町２－１５

テヅカ霧島店 880-0032 宮崎県 宮崎県宮崎市霧島町２－８５－１

テヅカ柳丸店 880-0844 宮崎県 宮崎県宮崎市柳丸町１３９

ヒマラヤ延岡店 882-0861 宮崎県 宮崎県延岡市別府町４４０５　　　　　　　　　　　　スポーツ

ヒマラヤ都城店 885-0006 宮崎県 宮崎県都城市吉尾町１３５－１

東京靴流通センター小林店 886-0007 宮崎県 宮崎県小林市大字真方字南小林原４６２－１

東京靴流通センター南延岡店 882-0862 宮崎県 宮崎県延岡市浜町３２９番地  

東京靴流通センター南鷹尾店 885-0082 宮崎県 宮崎県都城市南鷹尾町２４街区１９号

東京靴流通センター日南店 887-0016 宮崎県 宮崎県日南市中平野３丁目１番６号  

鹿児島県
ASBeeイオンタウン姶良店 899-5431 鹿児島県 鹿児島県姶良市西餅田264-1イオンタウン姶良 3F

FeminineCafe鹿児島店 891-0115 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東開町7イオン鹿児島ショッピングセンター 2F

GreenBox姶良店 899-5431 鹿児島県 鹿児島県姶良市西餅田264-1イオン姶良店内 

GreenBox鹿児島鴨池店 890-0063 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市鴨池2-26-30イオン鹿児島鴨池店内 

GreenBox鹿児島中央店 890-0053 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市中央町10イオン鹿児島中央店内 

GreenBox鹿児島店 891-0115 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東開町7イオン鹿児島店内 

GreenBox隼人国分店 899-5117 鹿児島県 鹿児島県霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分ショッピングセンター店内 

SHOBIDO天文館店 892-0827 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市中町5-13ナヤ通り

靴の尚美堂ニシムタ鴨池店 890-0067 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市真砂本町51-1

シュープラザＪＰフレスポ店 890-0062 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 与次郎１－１１－１  フレスポジャングルパーク１Ｆ 

シュープラザ姶良店 899-5431 鹿児島県 鹿児島県姶良市西餅田３３３７番地４５

シュープラザ伊集院店 899-2502 鹿児島県 鹿児島県日置市伊集院町徳重４４－８  

シュープラザ奄美店 894-0061 鹿児島県 鹿児島県奄美市名瀬朝日町１２番３ 

シュープラザ鹿屋バイパス店 893-0013 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市札元２丁目３６７４－２

シュープラザ七ツ島店 891-0144 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 下福元町字下橘木６７２１－１２ 

シュープラザ出水店 899-0125 鹿児島県 鹿児島県出水市黄金町４０６ 

シュープラザ隼人店 899-5117 鹿児島県 鹿児島県霧島市隼人町見次５３５－１  

スーパースポーツゼビオ オプシア鹿児島店 890-0073 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目3番5号

スポーツオーソリティ鹿児島店 891-0115 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島 3階

スポーツデポフレスポジャングルパーク店 890-0062 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目11番1号

スポーツデポ鹿児島宇宿店 890-0073 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目２番１８号

チヨダＣＳ鹿屋プラッセだいわ店 893-0016 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市白崎町４－１  プラッセＤＡＩＷＡ鹿屋１Ｆ

チヨダ川内プラッセだいわ店 895-0036 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市矢倉町４２１３番地  プラッセだいわ川内店１Ｆ  

ヒマラヤ霧島隼人店 899-5117 鹿児島県 鹿児島県霧島市隼人町見次５４５　サンキュー隼人店1階

ヒマラヤ薩摩川内店 895-0074 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市原田町１４－１

ヒマラヤ鹿屋バイパス店 893-0023 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市笠之原町２０６６番１

ヒマラヤ出水店 899-0137 鹿児島県 鹿児島県出水市今釜町７６４

株式会社山形屋鹿児島店スポーツ用品売り場 892-0828 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市金生町３－１

靴の尚美堂だいわ指宿店 891-0311 鹿児島県 鹿児島県指宿市西方字島廻東

靴の尚美堂だいわ鹿屋店 893-0016 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市白崎町

靴の尚美堂ニシムタ店 891-0123 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市卸本町５－３５－２

靴の尚美堂プラッセだいわ川内店 895-0036 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市矢倉町

靴の尚美堂ミスミ店 890-0073 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市宇宿２－３－５オプシアミスミ１Ｆ

靴の尚美堂加世田店 897-0006 鹿児島県 鹿児島県南さつま市加世田本町１１－３

靴の尚美堂国分店 899-4346 鹿児島県 鹿児島県霧島市国分府中町

靴の尚美堂鹿屋店 893-0023 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市笠之原

靴の尚美堂鹿児島店 892-0842 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東千石町１５－９

靴の尚美堂出水店 899-0205 鹿児島県 鹿児島県出水市本町

靴の尚美堂川内店 895-0012 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市平佐町４３２５

靴の尚美堂中山店 891-0108 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市中山

靴の尚美堂隼人サティ店 899-5117 鹿児島県 鹿児島県霧島市隼人町見次１２２９サティ隼人店

靴の尚美堂本店 892-0827 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市中町5-21ナヤ通り

東京靴流通センター宇宿店 890-0073 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 宇宿２丁目２５－１８  

東京靴流通センター吉野店 892-0871 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 吉野町１４９１  

東京靴流通センター指宿店 891-0311 鹿児島県 鹿児島県指宿市西方新武田２０７６ 

東京靴流通センター鹿屋店 893-0014 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市寿７－５１５－４

東京靴流通センター田上店 890-0034 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 田上町７丁目９－１６  

沖縄県
ASBeefam宮古南店 906-0014 沖縄県 沖縄県宮古島市平良字松原631イオンタウン宮古南ショッピングセンター店内 

ASBeefam南城大里店 901-1205 沖縄県 沖縄県南城市大里字高平高宮城原97-2イオンタウン南城大里 1F

ASBeefam名護店 905-0011 沖縄県 沖縄県名護市字名護4472イオン名護ショッピングセンター 1F

ASBeeKIDS沖縄ライカム店 901-2300 沖縄県 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1イオンライカム店 4F

ASBeeイオン南風原店 901-1104 沖縄県 沖縄県島尻郡南風原町宮平264イオン南風原ショッピングセンター 2F

GreenBox具志川店 904-2235 沖縄県 沖縄県うるま市字前原幸崎原303イオン具志川店内 

GreenBox那覇店 901-0155 沖縄県 沖縄県那覇市金城5-10-2イオン那覇店内 

GreenBox南風原店 901-1104 沖縄県 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264イオン南風原店内 

GreenBox北谷店 904-0115 沖縄県 沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-3イオン北谷店内 

シュープラザあがり浜マリンプラザ店 901-1304 沖縄県 沖縄県島尻郡与那原町東浜６８番１  マリンプラザあがり浜　内  

シュープラザ浦添ショッピングセンター店 901-2133 沖縄県 沖縄県浦添市城間４－７－１浦添ＳＣ　２Ｆ

シュープラザ宜野湾店 901-2223 沖縄県 沖縄県宜野湾市大山７丁目６番１号 

シュープラザ那覇国場店 902-0074 沖縄県 沖縄県那覇市仲井真１３３番地

シュープラザ那覇新都心店 900-0006 沖縄県 沖縄県那覇市おもろ町４丁目１１番２８号  

シュープラザ豊崎とみとん店 901-0225 沖縄県 沖縄県豊見城市豊崎１－４１１  

スーパースポーツゼビオ イーアス沖縄豊崎店 901-0225 沖縄県 沖縄県豊見城市豊崎3番35

スーパースポーツゼビオ うるま店 904-2235 沖縄県 沖縄県うるま市字前原183-9

スーパースポーツゼビオ 宜野湾店 901-2224 沖縄県 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番3号

スポーツオーソリティ沖縄ライカム店 901-2306 沖縄県 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 イオンモール沖縄ライカム2階

スポーツデポ浦添パルコシティ店 901-2123 沖縄県 沖縄県浦添市西洲3丁目1-1　区画2037

スポーツデポ具志川店 904-2235 沖縄県 沖縄県うるま市字前原徳森原３６０

スポーツデポ天久店 900-0005 沖縄県 沖縄県那覇市天久１－２－１

スポーツデポ豊崎店 901-0225 沖縄県 沖縄県豊見城市字豊崎１―４１１

ヒマラヤイオン名護店 905-0012 沖縄県 沖縄県名護市字名護見取川原４４７２　イオン名護１Ｆ

東京靴流通センター沖縄美里店 904-2155 沖縄県 沖縄県沖縄市美原１－１－２０

東京靴流通センター宜野湾店 901-2204 沖縄県 沖縄県宜野湾市上原１－９－１  

東京靴流通センター宮古島店 906-0012 沖縄県 沖縄県宮古島市平良西里１０００－１  

東京靴流通センター具志川店 904-2215 沖縄県 沖縄県うるま市みどり町６丁目２－１  

東京靴流通センター石垣島店 907-0002 沖縄県 沖縄県石垣市真栄里２６６－１

東京靴流通センター石川店 904-1106 沖縄県 沖縄県うるま市石川１丁目１４－１ 

東京靴流通センター那覇小禄店 901-0154 沖縄県 沖縄県那覇市赤嶺１丁目３番地１ 

東京靴流通センター泡瀬店 904-2172 沖縄県 沖縄県沖縄市泡瀬４丁目２０番１７号

東京靴流通センター豊見城イオン店 901-0234 沖縄県 沖縄県豊見城市田頭１５５－１　イオンタウン豊  見城　マックスバリュー店内１Ｆ  

東京靴流通センター名護店 905-0011 沖縄県 沖縄県名護市宮里７－２－５５


