
店舗名 住所 電話番号

名取川靴店

イオン札幌発寒店

イオン札幌平岡店

ミッキー靴店

011-251-2266

011-669-5000

011-889-5001

0166-23-3619

北海道札幌市中央区南3条西2丁目11

北海道札幌市西区発寒8条12丁目1

北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1

北海道旭川市3条通8丁目 緑橋ビル 2号館1F

北海道

チヨダ東京八重洲地下街店

東京靴流通センター西新宿店

すずちゅう新宿店

東京靴流通センター上野御徒町店

東京靴流通センター武蔵小山店

Parade錦糸町店

東京靴流通センター蒲田東口店

チヨダ三軒茶屋店

東京靴流通センター池袋西武口店

イトーヨーカドー赤羽店

03-3274-6893

03-3227-0330

03-3352-2886

03-5812-5488

03-3784-5762

03-5610-7370

03-3732-2207

03-3414-2220

03-5928-0772

03-3905-5111

東京都中央区八重洲2丁目1 八重洲地下街南1

東京都新宿区西新宿7丁目4-4 武蔵ビル１F

東京都新宿区新宿3丁目31-9

東京都台東区上野6丁目3-4 双葉ビル

東京都品川区小山3丁目25-19

東京都墨田区錦糸町2丁目2-1 アルカキット錦糸町店4F

東京都大田区蒲田5丁目18-5 下川ビル

東京都世田谷区太子堂4丁目23-1

東京都豊島区南池袋1丁目23-9 石丸ビル１F

東京都北区赤羽西1丁目7-1

関　東

シュープラザ盛岡本宮店

シュープラザ仙台港店

シュープラザ仙台クリスロード店

シュープラザ仙台南吉成店

SHOES STOCK イオンスタイル仙台卸町店 

シュープラザ秋田広面店

シュープラザ山形南店

シュープラザ山形北店

シュープラザ鶴岡ウエストモールパル店

シュープラザ福島矢野目店

019-635-7938

022-388-7077

022-223-1048

022-277-1007

022-781-8616

018-831-7333

023-647-8006

023-684-8776

0235-28-3480

024-559-2260

岩手県盛岡市本宮3丁目18-15

宮城県仙台市宮城野区中野3丁目1-22

宮城県仙台市青葉区中央2丁目2-20

宮城県仙台市青葉区南吉成3丁目1-23

宮城県仙台市若林区卸町1丁目1-1 イオンスタイル仙台卸2F

秋田県秋田市広面樋野ノ沖73-1

山形県山形市若宮4丁目4-8

山形県山形市馬見ヶ崎1丁目21-20

山形県鶴岡市美咲町3-15

福島県福島市南矢野目中屋敷51-2

東　北

お取り扱い店 舗 一 覧
 店舗によってはお取り扱い商品が異なります。お取り扱い商品については、各店舗へご確認願います。

 ※営業時間短縮対応しております店舗もございます。営業時間・定休日は、直接店舗へご確認ください。

SHOP LIST



シューマート長岡マーケットモール店

Parade今泉本店

アル・プラザ富山

アピタ松任店

フィットハウス金沢西店

アル・プラザ鯖江

シューマート甲府昭和店

シューマート長野稲里店

シューマート長野東和田店

シューマート上田国分店

フィットハウスカラフルタウン岐阜店

フィットハウス恵那店

0258-29-8892

076-495-5210

076-466-1800

076-274-6611

076-246-4844

0778-54-8181

055-230-8022

026-286-1657

026-241-2528

0268-26-4192

058-388-2860

0573-25-7831

新潟県長岡市古正寺町141 長岡マーケットモール内

富山県富山市今泉73

富山県富山市婦中町下轡田165-1

石川県白山市幸明町280

石川県野々市市横宮町103 

福井県鯖江市下河端町16字下町16-1

山梨県中巨摩郡昭和町飯喰768-1

長野県長野市稲里町中央3丁目39-1

長野県長野市大字東和田字前田沖933-1

長野県上田市国分80-6

岐阜県岐阜市柳津町丸野3丁目3-6 カラフルタウン岐阜2F

岐阜県恵那市長島町正家2丁目6-1

中　部

店舗名 住所 電話番号

東京靴流通センター練馬店

イトーヨーカドーアリオ亀有店

フィットハウス東京八王子店

シュープラザ吉祥寺店

東京靴流通センター聖蹟桜ヶ丘店

シューマートつくば研究学園店

フィットハウスイーアスつくば店

アピタ宇都宮店

シューマート伊勢崎宮子店

シューマート前橋吉岡店

イトーヨーカドー大宮宮原店

MEGAドン・キホーテUNY市原店

東京靴流通センター南流山店

東京靴流通センターホームズ新川崎店

アピタ戸塚店

アピタ長津田店

東京靴流通センター港北ニュータウン店

東京靴流通センター川崎インター店

イトーヨーカドーアリオ橋本店

シュープラザ小田原店

03-3948-0420

03-3838-5111

042-648-7088

0422-23-7092

042-311-3760

029-893-4492

029-868-7337

028-684-2211

0270-20-6170

0279-30-5330

048-654-3111

0570-093-611

04-7159-5895

045-580-2080

045-864-1201

045-989-0511

045-942-7748

044-829-2636

042-779-8111

0465-49-5575

東京都練馬区練馬1丁目6-3 篠田ビル

東京都葛飾区亀有3丁目49-3

東京都八王子市鑓水2丁目175-7

東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目9-10 シュープラザビル1F

東京都多摩市関戸4丁目72 聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ2F

茨城県つくば市学園の森2丁目1

茨城県つくば市研究学園５丁目１９ イーアスつくば1F

栃木県宇都宮市江曽島本町２２-７

群馬県伊勢崎市宮子町3408

群馬県北群馬郡吉岡町大久保857

埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854-1

千葉県市原市青柳北1丁目1

千葉県流山市鰭ヶ崎10-4

神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町15-30 ホームズ２F

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769-1

神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４丁目７-１

神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目1

神奈川県川崎市高津区末長4丁目8-49

神奈川県相模原市緑区大山町1-22

神奈川県小田原市前川120 フレスポ小田原1F



フィットハウス四日市店

ビバシティ彦根

アル・プラザ草津

シュープラザ桂店

はるやま大阪梅田本店

サンリノ梅田店

ファンビタウン大阪

059-350-8181

0749-27-5555

077-561-6200

075-382-1088

06-6345-8190

06-6312-5338

06-6262-2161

三重県四日市市ときわ１丁目３-２７

滋賀県彦根市竹ケ鼻町43-1

滋賀県草津市西渋川1丁目23-30

京都府京都市西京区桂西滝川町14

大阪府大阪市北区梅田大阪駅前第3ビル1階北側

大阪府大阪市北区曽根崎２丁目１６ 梅田地下街5-2

大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目9-13

近　畿

店舗名 住所 電話番号

フィットハウス美濃加茂店

フィットハウス各務原店

フィットハウス可児店

フィットハウス北方店

アピタ静岡店

フィットハウス静岡店

アピタ浜北店

フィットハウス沼津店

フィットハウス磐田店

フィットハウス名古屋千種店

万勝

MEGAドン・キホーテUNY東海通店

アピタ鳴海店

MEGAドン・キホーテ豊橋店

アピタ向山店

アピタ岡崎北店

アピタ刈谷店

フィットハウス安城店

フィットハウス小牧店

フィットハウス豊川店

アピタ稲沢店

フィットハウス東海店

フィットハウス三好店

アピタ長久手店

アピタ阿久比店

0574-27-1523

058-389-3998

0574-63-5440

058-323-3993

054-654-4600

054-344-7788

053-584-6611

055-929-8882

0538-21-0788

052-269-3688

052-204-1147

0570-081-511

052-892-2411

0570-078-221

0532-56-6400

0564-26-6311

0566-22-2121

0566-76-9331

0568-43-2227

0533-83-5133

0587-24-9211

052-689-1662

0561-33-3939

0561-63-6777

0569-48-7911

岐阜県美濃加茂市山手町１丁目１２７

岐阜県各務原市小佐野町１丁目２４

岐阜県可児市下恵土８６７

岐阜県本巣郡北方町春来町１丁目１９３

静岡県静岡市駿河区石田１丁目５-１

静岡県静岡市清水区長崎南町111

静岡県浜松市浜北区貴布祢1200

静岡県沼津市西沢田４８１

静岡県磐田市下万能４１３

愛知県名古屋市中区新栄3丁目20-24

愛知県名古屋市中区錦2丁目10-30

愛知県名古屋市港区港明1丁目10-28

愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3-9

愛知県豊橋市藤沢町141

愛知県豊橋市向山町中畑1-1

愛知県岡崎市日名北町4-46

愛知県刈谷市南桜町2丁目56-1

愛知県安城市三河安城本町２丁目１０-１８

愛知県小牧市二重堀１８９-１

愛知県豊川市正岡町池田694-1 クロスモール豊川1F

愛知県稲沢市天池五反田町1

愛知県東海市名和町向田１-１

愛知県みよし市三好町上砂後８-１４

愛知県長久手市戸田谷９０１-１

愛知県知多郡阿久比町椋岡徳吉1-12



店舗名 住所 電話番号

萬栄

シューズ愛ランド堺なかもず店

チヨダ千里中央店

アル・プラザ高槻

シューズ愛ランド八尾沼店

フィットハウスりんくうシークル店

ジェット

シューズ愛ランド泉北高石店

アル・プラザあまがさき

イズミヤ西宮ガーデンズ店

フィットハウス加古川店

シューズ愛ランド奈良柏木店

シューズ愛ランド橿原店

06-6251-5555

072-246-6767

06-6836-6855

072-684-9100

072-920-6200

072-458-8228

0570-081-215

072-267-5800

06-6470-3111

0798-68-1133

079-456-3131

0742-32-2233

0744-20-1515

大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目3-10

大阪府堺市北区百舌鳥西之町3丁523

大阪府豊中市新千里東町1丁目3-218 千中パル内

大阪府高槻市芥川町1丁目2-C-201

大阪府八尾市沼4丁目152

大阪府泉佐野市りんくう往来南３

大阪府箕面市船場東2丁目2-2

大阪府高石市西取石8丁目1-17

兵庫県尼崎市潮江1丁目3-1

兵庫県西宮市高松町14-3

兵庫県加古川市尾上町安田３５０-１

奈良県奈良市柏木町５８１-１

奈良県橿原市葛本町７９１-１

シューズ愛ランド米子皆生店

シューズ愛ランド松江学園通店

シューズ愛ランド出雲店

シューズ愛ランド岡山十日市店

シュープラザ東岡山店

シュープラザ岡山店

ゆめタウン広島

シューズ愛ランド広島緑井店

シューズ愛ランド東尾道店

ゆめタウン廿日市

ゆめシティ

ゆめタウン山口

0859-39-0456

0852-32-2880

0853-20-0181

086-234-6060

086-805-6345

082-830-0272

082-252-8000

086-208-5340

0848-20-3811

0829-34-1311

083-255-1000

083-928-9500

鳥取県米子市皆生4丁目11-28

島根県松江市学園2丁目2-41

島根県出雲市渡橋町1219-1

岡山県岡山市北区十日市西町1-38

岡山県岡山市中区神下475-1

岡山県岡山市南区下中野1-1

広島県広島市南区皆実町2丁目8-17

広島県広島市安佐南区緑井6丁目2-11

広島県尾道市高須町東新涯2丁目4795-7

広島県廿日市市下平良2丁目2-1

山口県下関市伊倉新町3丁目1-1

山口県山口市大内千坊6丁目9-1

中　国

ゆめタウン高松

シュープラザ高松レインボーロード店

087-869-7500

087-868-2258

香川県高松市三条町608-1

香川県高松市松縄町1132-10

四　国



ゆめタウン博多

ファンビタウン九州

タンデム ゼリービーンズ新天町南通り店

シューズ愛ランド福岡福重店

シューズ愛ランド太宰府店

シューズ愛ランド福岡新宮店

シューズ愛ランド佐賀店

ゆめタウン夢彩都

092-641-7111

092-413-8551

092-751-9748

092-895-5533

092-920-7302

092-940-5111

0952-27-9181

095-823-3131

福岡県福岡市東区東浜1丁目1-1

福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目31-5

福岡県福岡市中央区天神2丁目7-242

福岡県福岡市西区拾六町１丁目２５-１０

福岡県太宰府市向佐野３丁目１-３５

福岡県糟屋郡新宮町新宮東５丁目３-１

佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１７-１２

長崎県長崎市元船町10-1

九　州

サンエー那覇メインプレイス

サンエー浦添西海岸パルコシティ

サンエー経塚シティ

サンエーマチナトシティ

サンエーしおざきシティ

サンエー具志川メインシティ

サンエー西原シティ

098-951-3300

098-871-1120

098-871-3333

098-879-4111

098-840-3333

098-974-1300

098-882-9100

沖縄県那覇市おもろまち4丁目4-9

沖縄県浦添市西洲３丁目１-１

沖縄県浦添市字経塚652-1

沖縄県浦添市城間2008-1

沖縄県糸満市潮崎町2丁目2

沖縄県うるま市江洲４５０-１

沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅130

沖　縄

店舗名 住所 電話番号


