
名取川靴店

MEGAドン・キホーテ新川店

イオン札幌発寒店

イオン札幌平岡店

MEGAドン・キホーテ函館店

ミッキー靴店

MEGAドン・キホーテ旭川店

イオン旭川西店

MEGAドン・キホーテ室蘭中島店

靴のタイラ

MEGAドン・キホーテ西帯広店

MEGAドン・キホーテ苫小牧店

イオン苫小牧店

アルファースポーツ伊達店

011-251-2266

0570-057-311

011-669-5000

011-889-5001

0570-043-911

0166-23-3619

0570-036-811

0166-59-7800

0570-040-211

0143-44-4638

0570-039-311

0570-044-611

0144-51-3100

0142-21-2200

北海道札幌市中央区南3条西2丁目11

北海道札幌市北区新川2条7丁目3-20

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

北海道函館市美原1丁目7-1

北海道旭川市3条通8丁目 緑橋ビル 2号館1F

北海道旭川市春光1条8丁目1-65

北海道旭川市緑町23丁目2161-3

北海道室蘭市中島町1丁目19-11

北海道室蘭市輪西町2丁目5-1

北海道帯広市西21条南4-1

北海道苫小牧市木場町1丁目6-1

北海道苫小牧市柳町3丁目1-20

北海道伊達市松ヶ枝町65

北海道

ドン・キホーテ青森観光通り店

バジル青森店

SHOES STOCK 弘前

ドン・キホーテ弘前店

ドン・キホーテ五所川原店

ドン・キホーテ盛岡上堂店

フットパーク戎屋

シューズショップ

スタジオ３１０

FootWellness 北上店

靴の伊太利屋

0570-032-311

017-734-2474

0172-28-0380

0570-053-911

0570-033-511

0570-047-911

019-624-5444

019-681-7592

0193-63-8116

0197-61-3030

0197-65-2555

青森県青森市浜田3丁目1-1

青森県青森市松原３丁目9-2

青森県弘前市城東北3丁目10-1 さくら野百貨店弘前店1F

青森県弘前市高田5丁目2-8

青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻881

岩手県盛岡市上堂1丁目2-38

岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目５-２２

岩手県盛岡市緑が丘4丁目１-５０ アネックスカワトク２F

岩手県宮古市栄町3-35 キャトル２F

岩手県北上市本通り2丁目2-1 さくら野百貨店北上店１F

岩手県北上市北鬼柳１９地割６８ 江釣子SCパル２F

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

店舗名 住所 電話番号



シューズショップフィフティーン

ドン・キホーテ一関店

藤崎一関店

ドン・キホーテ晩翠通り店

ドン・キホーテ仙台駅西口本店

クローバーリーフイオン仙台店

靴の泉屋

ドン・キホーテ六丁の目店

ヴィーフジサキ六丁の目店

ABC-MARTフレスポ富沢店

ドン・キホーテ仙台南店

シュープラザ鈎取ショッピングセンター店

藤崎石巻店

藤崎塩釜店

藤崎気仙沼店

藤崎佐沼店

ドン・キホーテ石巻街道矢本店

MEGAドン・キホーテ仙台富谷店

藤崎船岡店

MEGAドン・キホーテ秋田店

東京靴流通センター秋田フォンテ店

インフィニティ

MEGAドン・キホーテ横手店

アルクタジリ

ドン・キホーテ潟上店

ドン・キホーテ山形嶋南店

アベニュー

MEGAドン・キホーテ ル・パーク三川店

大和一 VIVI HOME

靴チヨダMEGAドン・キホーテUNY会津若松店

シュープラザ ザ・モール郡山店

SPOOR

ABC-MARTイオンタウン郡山店

0191-52-2133

0570-099-311

0191-33-1107

0570-033-611

0570-089-411

022-713-0281

022-257-1758

0570-035-211

022-357-0633

022-797-7328

0570-026-621

022-243-3334

0225-22-4513

022-363-2866

0226-22-2461

0220-22-9006

0570-060-311

0570-067-511

0224-54-2586

0570-039-511

018-884-0044

018-836-0741

0570-083-211

0183-73-1195

0570-098-611

0570-050-231

0236-64-6205

0570-060-611

0242-32-6446

0242-38-3051

024-991-6183

0249-68-0358

024-941-1510

岩手県一関市千厩町千厩東小田９０

岩手県一関市中里神明76

岩手県一関市山目字中野２８-１

宮城県仙台市青葉区立町15-17

宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-20

宮城県仙台市青葉区中央2丁目3-6 イオン仙台1F

宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目17

宮城県仙台市若林区六丁の目東町6-17

宮城県仙台市若林区六丁の目南町９-３３

宮城県仙台市太白区富沢西2丁目7-11

宮城県仙台市太白区中田6丁目33-1

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

宮城県石巻市恵み野１丁目４-８

宮城県塩竈市港町１丁目３-２３

宮城県気仙沼市神山１-５

宮城県登米市迫町佐沼字中江１丁目１０-１

宮城県東松島市赤井字川前二番123-3

宮城県富谷市富ケ丘1丁目27-1

宮城県柴田郡柴田町西船迫２丁目８-５

秋田県秋田市旭北錦町4-58

秋田県秋田市中通2丁目8-1 フォンテAKITA1F

秋田県秋田市中通7丁目2-1

秋田県横手市条里3丁目2-4

秋田県湯沢市柳町1丁目2-11

秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤敷69-13

山形県山形市嶋南3丁目16-13

山形県東村山郡山辺町山辺1283-1

山形県東田川郡三川町猪子大堰端318-1

福島県会津若松市インター西１０２

福島県会津若松市幕内南9-10 MEGAドン・キホーテUNY会津若松店1F

福島県郡山市長者1丁目1-56 ザ・モール郡山2F

福島県郡山市日和田町小原１ イオン郡山フェスタ店２F

福島県郡山市松木町2-28 おしゃれ館

店舗名 住所 電話番号



オリンピック白山店

Parade錦糸町店

オリンピック墨田文花店

クロシード豊洲店

ABC-MARTイトーヨーカドー大森店

オリンピック蒲田店

オリンピック下丸子店

ドン・キホーテBIG FUN平和島店

オリンピック ShoesForest 本羽田店

MEGAドン・キホーテ大森山王店

ライフ経堂店

ドン・キホーテ北池袋店

オリンピック三ノ輪店

オリンピック ShoesForest 志村坂下店

ライフ平和台店

オリンピック ShoesForest 梅島店

MEGAドン・キホーテ環七梅島店

ドン・キホーテ ラパーク瑞江店

MEGAドン・キホーテ立川店

オリンピック ShoesForest 仙川店

ドン・キホーテ府中店

ABC-MARTイトーヨーカドー国領店

ABC-MARTイトーヨーカドー武蔵小金井店

MEGAドン・キホーテ東久留米店

MEGAドン・キホーテ日立店

サワムラヤ

シューマートつくば研究学園店 

MEGAドン・キホーテ勝田店

03-3813-9121

03-5610-7370

03-5247-3211

03-5547-8015

03-5767-9741

03-5480-5121

03-5741-1151

0570-017-511

03-3745-1011

0570-071-411

03-3706-2011

0570-018-211

03-3891-8411

03-5915-1301

03-3935-2151

03-5888-9211

0570-074-711

0570-040-611

0570-067-701

03-5315-3261

0570-000-421

03-5761-5192

042-316-3771

0570-055-411

0570-072-811

029-873-2725

029-893-4492

0570-041-311

東京都文京区西片1丁目17-11

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

東京都墨田区文花1丁目31-9

東京都江東区豊洲3丁目4-8 ビバホーム豊洲店2F

東京都大田区大森北2丁目13-1 2Ｆ

東京都大田区蒲田5丁目28-8

東京都大田区下丸子4丁目21-4

東京都大田区平和島1丁目1-1

東京都大田区本羽田1丁目23-25

東京都大田区山王3丁目6-3

東京都世田谷区経堂5丁目32-6

東京都豊島区池袋本町2丁目7-5

東京都荒川区東日暮里1丁目14-1

東京都板橋区東坂下2丁目12-8

東京都練馬区北町6丁目10-1

東京都足立区梅田6丁目9-15

東京都足立区中央本町5丁目5-14

東京都江戸川区瑞江2丁目1-2

東京都立川市曙町2丁目18-18

東京都三鷹市中原1丁目1-10

東京都府中市緑町2丁目6-3

東京都調布市国領町8丁目2-64 2Ｆ

東京都小金井市本町6丁目2-30 2F

東京都東久留米市前沢5丁目8-3

茨城県日立市東滑川町4丁目12-2

茨城県牛久市中央３丁目２７-４

茨城県つくば市学園の森2丁目1

茨城県ひたちなか市石川町1-1

関　東

ドン・キホーテ郡山駅東店

アルクエブリア店

ドン・キホーテ須賀川店

マスダヤ本店

0570-029-611

0246-29-3200

0570-091-141

0244-23-2746

福島県郡山市向河原町4-40

福島県いわき市鹿島町米田字日渡5 鹿島ショッピングセンター1F

福島県須賀川市山寺道76

福島県南相馬市原町区栄町3丁目15

店舗名 住所 電話番号



アピタ宇都宮店

シューマート足利店

アピタ足利店　

シューマート前橋上泉店

アピタ前橋店

シューマート高崎飯塚店

シューマート高崎上中居店

アピタ高崎店　　

MEGAドン・キホーテ桐生店

シューマート伊勢崎宮子店

シューマート渋川店

シューマート前橋吉岡店 

オリンピック ShoesForest 武蔵浦和店

クロシード 岩槻店

ABC-MARTベスタ狭山店

ABC-MARTララガーデン川口店

アピタ東松山店　　

ドン・キホーテ蕨店

オリンピック朝霞台店

オリンピック ShoesForest 新座店

MEGAドン・キホーテ三郷店

ABC-MARTイトーヨーカドー三郷店

ABC-MARTワカバウォーク店

ライフ毛呂山店

オリンピック ShoesForest 市川店

ドン・キホーテ木更津店

アピタ木更津店

シューズアイノ

オリンピックおりーぶユーカリが丘

ABC-MART東金店

ライフ増尾店

MEGAドン・キホーテUNY市原店

ABC-MARTアリオ市原店

028-684-2211

0284-70-3035

0284-72-8811

027-289-0592

027-226-8811

027-370-3115

027-320-8306

027-346-1001

0570-044-711

0270-20-6170

0279-20-1160

0279-30-5330

048-845-9231

048-797-9283

04-2999-6120

048-240-3121

0493-31-0111

0570-011-841

048-475-3413

048-489-5211

0570-035-711

048-949-5072

049-279-0250

049-295-7545

047-325-6411

0570-001-461

0438-30-5311

0475-25-3335

043-388-0617

0475-50-6151

04-7176-5000

0570-093-611

0436-20-6181

栃木県宇都宮市江曽島本町22-7

栃木県足利市田中町95-1 

栃木県足利市朝倉町245

群馬県前橋市上泉町682-4

群馬県前橋市文京町2丁目1-1

群馬県高崎市飯塚町422-1

群馬県高崎市上中居町178-1

群馬県高崎市矢中町字渕ノ内668-1

群馬県桐生市永楽町5-10

群馬県伊勢崎市宮子町3408

群馬県渋川市有馬字中井225-2

群馬県北群馬郡吉岡町大久保857

埼玉県さいたま市南区別所7丁目3-1

埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目2-5 ワッツ岩槻店東館1F

埼玉県狭山市入間川1025

埼玉県川口市宮町18-9 2F

埼玉県東松山市あずま町4丁目3

埼玉県蕨市錦町1丁目11-11

埼玉県朝霞市西原1丁目1-20 

埼玉県新座市中野2丁目1-38

埼玉県三郷市さつき平1丁目1-1

埼玉県三郷市ピアラシティ1丁目1-1 1F

埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目2-1 ワカバウォーク1F

埼玉県入間郡毛呂山町岩井西3丁目12-34

千葉県市川市市川1丁目5-17

千葉県木更津市請西南2丁目21-2

千葉県木更津市ほたる野4丁目2-48

千葉県茂原市高師１７３５

千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目1-1 スカイプラザモール2F

千葉県東金市東上宿2丁目27-1

千葉県柏市増尾台3丁目5-15

千葉県市原市青柳北1丁目1

千葉県市原市更級4丁目3-2 1F

店舗名 住所 電話番号



アピタ君津店

MEGAドン・キホーテUNY横浜大口店

ドン・キホーテ横浜西口店

ドン・キホーテ伊勢佐木町店

ドン・キホーテ日野インター店

MEGAドン・キホーテ狩場インター店

クロシード杉田店

オリンピック洋光台店

アピタ金沢文庫店

アピタ戸塚店　　

オリンピック ShoesForest 東戸塚店

オリンピック ShoesForest 今宿店

ドン・キホーテ二俣川店

アピタ長津田店

オリンピック ShoesForest 港北NT店

オリンピック ShoesForest 川崎鹿島田店

オリンピック ShoesForest 平塚店

靴のヨコハマヤ大船笠間口店

MEGAドン・キホーテ秦野店

ABC-MARTイトーヨーカドー大和鶴間店

ABC-MART海老名ビナウォーク店

MEGAドン・キホーテ綾瀬店

サンシューズ愛川店

0439-54-8811

0570-081-411

0570-028-211

0570-059-811

0570-080-311

0570-054-211

045-769-1856

045-835-1211

045-783-0001

045-864-1201

045-826-5311

045-955-1611

0570-041-611

045-989-0511

045-943-7211

044-544-4111

0463-27-1154

0467-53-7901

0570-097-211

046-200-1070

046-236-5623

0570-067-411

046-286-3204

千葉県君津市久保1丁目1-1

神奈川県横浜市神奈川区神之木町2-30

神奈川県横浜市西区南幸2丁目15-5

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-98

神奈川県横浜市港南区日野8丁目2-5

神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町164-1

神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目17-1 杉田とうきゅう2F

神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目1-9

神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2丁目１-１

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769-1

神奈川県横浜市戸塚区川上町52-1

神奈川県横浜市旭区今宿東町1640

神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目43-28

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茅ヶ崎中央27-10

神奈川県川崎市幸区下平間290

神奈川県平塚市代官町33-1

神奈川県鎌倉市大船1丁目26-33

神奈川県秦野市平沢530-2

神奈川県大和市下鶴間1丁目3-1 2F

神奈川県海老名市中央1丁目4-1 ビナウォーク5番館1F

神奈川県綾瀬市大上2丁目1-1

神奈川県愛甲郡愛川町角田580 コピオ愛川店1F

アピタ新潟亀田店

アピタ新潟西店　

シューマート長岡マーケットモール店

アピタ長岡店　　

シューマート三条店

シューマート上越ウイング店

アピタ富山店

アピタ富山東店

025-383-3211

025-201-1711

0258-29-8892

0258-29-6111

0256-36-6550

025-521-1545

076-495-3311

076-452-3311

新潟県新潟市江南区鵜ノ子4丁目466

新潟県新潟市西区小新5丁目7-21

新潟県長岡市古正寺町141 長岡マーケットモール内

新潟県長岡市千秋2丁目278

新潟県三条市上須頃33-1

新潟県上越市大字富岡539-2

富山県富山市上袋100-68

富山県富山市上冨居3丁目8-38

中　部

店舗名 住所 電話番号



アピタ金沢店

アル・プラザ金沢

シューズ愛ランド小松店

アピタ松任店

ドン・キホーテ福井大和田店

アピタ福井大和田店

アル・プラザ アミ

オギノ イーストモールショッピングセンター

シューマート甲府向町店

オギノ韮崎駅前店

アピタ双葉店

オギノ リバーシティショッピングセンター

シューマート甲府昭和店 

シューマート長野稲里店

ドン・キホーテ川中島店

シューマート長野東和田店

シューマート稲田店

ABC-MART松本筑摩店

シューマート松本つかま店

シューマート松本村井店

シューマート上田国分店

アピタ岡谷店

シューマート岡谷フォレストモール店

シューマート飯田インター店

ABC-MART飯田店

アピタ飯田店

シューマート飯田座光寺店

シューマート須坂店

アピタ伊那店

シューマート伊那店

シューマート中野江部店

オギノ茅野ショッピングセンター

ドン・キホーテ茅野店

076-452-3311

076-226-3111

076-260-1331

0761-21-4400

076-274-6611

0570-052-711

0776-57-2211

0776-51-3999

055-222-5511

055-242-9294

0551-21-3000

0551-30-7111

055-273-7111

055-230-8022

026-286-1657

0570-027-911

026-241-2528

026-251-0775

0263-24-2745

0263-87-2292

0263-86-3309

0268-26-4192

0266-23-7666

0266-78-8692

0265-21-1571

0265-59-7101

0265-53-8111

0265-24-7100

026-251-2482

0265-72-1331

0265-74-1661

0269-24-1230

0570-077-411

石川県金沢市中村町10-20

石川県金沢市諸江町３０-１

石川県小松市不動島町48

石川県白山市幸明町280

福井県福井市大和田1丁目1003

福井県福井市大和田2丁目1230

福井県坂井市春江町随応寺16-11

山梨県甲府市朝気3丁目1-12

山梨県甲府市向町202

山梨県韮崎市若宮2丁目2-23

山梨県甲斐市志田字柿木645-1 

山梨県中央市山之神1122

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

長野県長野市川中島町御厨981

長野県長野市大字東和田字前田沖933-1

長野県長野市徳間1丁目12-8

長野県松本市筑摩2丁目19-3

長野県松本市筑摩3丁目20-1

長野県松本市村井町南2丁目21-56

長野県上田市国分80-6

長野県岡谷市銀座1丁目１-５

長野県岡谷市神明町3丁目1-3

長野県飯田市大字鼎字名古熊2135-1

長野県飯田市鼎名古熊2182-1

長野県飯田市鼎名古熊2461

長野県飯田市座光寺4597-1

長野県須坂市墨坂南2丁目6-3

長野県伊那市西町5182-1

長野県伊那市大字西町5333-2

長野県中野市大字江部1208

長野県茅野市塚原1丁目17-1

長野県茅野市宮川1199-1

店舗名 住所 電話番号



シューマート佐久平店

シューマート更埴店

シューマートアミー穂高店

シューマート箕輪店

MEGAドン・キホーテUNY岐阜店

アル・プラザ鶴見

アピタ大垣店

ピアゴ多治見店

アピタ各務原店

東京靴流通センター可児店

アピタ北方店

アピタ御嵩店

アピタ静岡店

東京靴流通センター清水店

シューズ愛ランド浜松市野店

シューズ愛ランド浜松入野店

MEGAドン・キホーテ浜松可美店

アピタ浜北店

ピアゴ富士宮店

アピタ伊東店

アピタ島田店

ABC-MARTクロスガーデン富士中央店

アピタ磐田店

シューズショップみつぼし掛川店

MEGAドン・キホーテUNY掛川店

東京靴流通センター藤枝店

シューズショップみつぼし菊川店

アピタ大仁店

アピタ千代田橋店

アピタ名古屋北店

アピタ港店

アピタ名古屋南店

ピアゴ守山店

0267-66-0172

026-261-3412

0263-82-8508

0265-70-1015

0570-092-811

0584-75-3711

0584-83-1311

0572-25-7111

058-384-3911

0574-60-1151

058-323-8511

0574-67-6777

054-654-4600

054-352-4251

053-411-2010

053-445-1212

0570-038-411

053-584-6611

0544-24-6777

0557-38-9911

0547-33-0811

0545-55-3800

0538-34-5511

0537-23-1233

0570-036-211

054-644-5170

0537-37-0511

0558-75-5811

052-722-2811

052-917-8111

052-384-1111

052-694-6111

052-793-2181

長野県佐久市大字岩村田字松の木1453-3

長野県千曲市大字桜堂258

長野県安曇野市穂高2450

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字割手8962-4

岐阜県岐阜市加納神明町6丁目1

岐阜県大垣市鶴見町上渡瀬641-2

岐阜県大垣市林町6丁目80-21

岐阜県多治見市住吉町3丁目19-1

岐阜県各務原市鵜沼各務原町8丁目7

岐阜県可児市川合字上巾2620-2

岐阜県本巣郡北方町平成2丁目3

岐阜県可児郡御嵩町上恵土1052-1

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船越1丁目13-5

静岡県浜松市東区天王町1982-1

静岡県浜松市西区入野町9918-4

静岡県浜松市南区東若林町11-1

静岡県浜松市浜北区貴布祢1200

静岡県富士宮市東阿幸地541

静岡県伊東市玖須美元和田720-143

静岡県島田市宝来町8-2

静岡県富士市中央町3丁目13-2

静岡県磐田市今之浦3丁目1-11

静岡県掛川市大池539

静岡県掛川市大池2826

静岡県藤枝市駅前3丁目13-22

静岡県菊川市加茂3284-1

静岡県伊豆の国市吉田字九十分153-1

愛知県名古屋市千種区千代田橋2丁目１-1

愛知県名古屋市北区辻町9丁目1

愛知県名古屋市港区当知2丁目1501

愛知県名古屋市南区豊田4丁目9-47

愛知県名古屋市守山区東山町12-26

店舗名 住所 電話番号



アピタ緑店

アピタ鳴海店

アピタ向山店

MEGAドン・キホーテ豊橋店

アピタ岡崎北店

アピタ木曽川店

アピタ一宮店

ピアゴ妙興寺店

アピタ瀬戸店

アピタ高蔵寺店

東京靴流通センター津島店

アピタ刈谷店

MEGAドン・キホーテUNY豊田元町店

MEGAドン・キホーテ豊田本店

MEGAドン・キホーテ新安城店

アピタ安城南店

アピタ西尾店

アピタ蒲郡店

アピタ江南西店

アピタ稲沢店

アピタ東海荒尾店

アピタ大府店

アピタ知立店

アピタ岩倉店

ピアゴ八剱店

MEGAドン・キホーテUNY香久山店

アピタ長久手店

アピタ名古屋空港店

MEGAドン・キホーテUNY大口店

東京靴流通センター蟹江店

アピタ阿久比店

052-877-2611

052-892-2411

0532-56-6400

0570-078-221

0564-26-6311

0586-87-0211

0586-71-1211

0586-48-4711

0561-82-1155

0568-92-1122

0567-28-5723

0566-22-2121

0570-082-611

0570-047-711

0570-024-411

0566-99-6911

0563-57-3211

0533-69-2131

0587-54-6411

0587-24-9211

052-601-9777

0562-44-7011

0566-85-3611

0587-66-7111

0587-65-4711

0570-046-911

0561-63-6777

0568-28-6911

0570-093-411

0567-95-7295

0569-48-7911

愛知県名古屋市緑区徳重2丁目201

愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3-9

愛知県豊橋市向山町字中畑1-1

愛知県豊橋市藤沢町141

愛知県岡崎市日名北町4-46

愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り51-4

愛知県一宮市両郷町1丁目2

愛知県一宮市大和町妙興寺字白山西3-2

愛知県瀬戸市幸町33

愛知県春日井市中央台2丁目5

愛知県津島市大字津島字北新開91-1

愛知県刈谷市南桜町2丁目56-1

愛知県豊田市土橋町2丁目65

愛知県豊田市広路町3丁目18

愛知県安城市東栄町3丁目1-12

愛知県安城市桜井町貝戸尻60

愛知県西尾市高畠町3丁目23-9

愛知県蒲郡市港町17-10

愛知県江南市松竹町上野205

愛知県稲沢市天池五反田町1

愛知県東海市荒尾町山王前60

愛知県大府市明成町4丁目133

愛知県知立市長篠町大山18-1

愛知県岩倉市旭町1丁目25

愛知県岩倉市八剱町長野1-3

愛知県日進市香久山5丁目1801

愛知県長久手市戸田谷901-1

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１-8

愛知県丹羽郡大口町丸2丁目36

愛知県海部郡蟹江町学戸6丁目18

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



ピアゴ久保田店

アピタ四日市店

アピタ松阪三雲店

アピタ桑名店

MEGAドン・キホーテUNY星川店

シューズ愛ランド鈴鹿店

アピタ伊賀上野店

アル・プラザ彦根

ビバシティ平和堂

アル・プラザ長浜

アル・プラザ草津

MEGAドン・キホーテ甲賀水口店

アル・プラザ水口

ライフ二条駅前店

ライフ太秦店

アル・プラザ醍醐

クツバコ東舞鶴店

MEGAドン・キホーテ宇治店

アル・プラザ亀岡

アル・プラザ城陽

アル・プラザ京田辺

クツバコ峰山店

MEGAドン・キホーテUNY精華台店

ライフ弁天町店

MEGAドン・キホーテ弁天町店

ライフ関目店

ライフ南津守店

ライフセントラルスクエア西宮原店

ドン・キホーテパウ住之江公園店

ABC-MART京阪シティモール天満橋店

シューズ愛ランド堺なかもず店

アル・プラザ高槻

ABC-MART高槻阪急店

059-354-3681

059-355-6711

0598-56-7988

0594-23-8111

0570-082-411

059-381-5353

0595-22-1800

0749-24-4111

0749-27-5555

0749-65-7700

077-561-6200

0570-097-411

0748-62-7101

075-821-1110

075-802-5961

075-575-6100

0773-63-2155

0570-045-411

0771-25-4111

0774-56-2600

0774-64-1200

0772-62-6400

0570-200-645

06-6577-5151

0570-036-401

06-6936-9311

06-6656-0351

06-6350-1161

0570-019-521

06-6944-7760

072-246-6767

072-684-9100

072-686-5370

三重県四日市市久保田1丁目3-25

三重県四日市市安島1丁目3-31

三重県松阪市市場庄町1266-1

三重県桑名市中央町3丁目21

三重県桑名市大字星川十二835

三重県鈴鹿市神戸本多町765

三重県伊賀市服部町1788

滋賀県彦根市大東町2-28

滋賀県彦根市竹ケ鼻町43-1

滋賀県長浜市小堀町４５０

滋賀県草津市西渋川１丁目２３-３０

滋賀県甲賀市水口町北泉1丁目30

滋賀県甲賀市水口町本綾野５６６-１

京都府京都市中京区西ノ京星池町248

京都府京都市右京区太秦安井池田町6

京都府京都市伏見区醍醐高畑町１-３７

京都府舞鶴市南浜町27-5 ラポール１F

京都府宇治市伊勢田町浮面60

京都府亀岡市篠町野条上又１１-１

京都府城陽市富野荒見田１１２

京都府京田辺市田辺中央５丁目２-１

京都府京丹後市峰山町新町1606-1 マイン１F

京都府相楽郡精華町精華台9丁目2-4

大阪府大阪市港区磯路１丁目９-２５

大阪府大阪市港区弁天3丁目13-1

大阪府大阪市城東区関目1丁目5-3

大阪府大阪市西成区南津守6丁目1-75

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2-22

大阪府大阪市住之江区新北島1丁目1-2

大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 3F

大阪府堺市北区百舌鳥西之町3丁目523

大阪府高槻市芥川町１丁目２-C-201

大阪府高槻市白梅町4-1 4F

近　畿



ドン・キホーテ枚方店

アル・プラザ茨木

シューズ愛ランド八尾沼店

MEGAドン・キホーテ富田林店

アル・プラザ香里園

MEGAドン・キホーテ松原店

シューズ愛ランド羽曳野店

シューズ愛ランド泉北高石店

コープこうべシーア店

ABC-MART須磨パティオ店 

ABC-MARTブルメール舞多聞店

ライフ神戸駅前店

ABC-MARTブルメールHAT神戸店

ABC-MART西神プレンティ店 

MEGAドン・キホーテ姫路広畑店

アル・プラザつかしん

コープ西明石店

シューギャラリーアーク

シューズ愛ランド奈良柏木店

アピタ大和郡山店

シューズ愛ランド橿原店

MEGAドン・キホーテ桜井店

スーパーセンターオークワ パームシティ和歌山店

オークワ ロマンシティ御坊店

オークワ パビリオンシティ田辺店

スーパーセンターオークワ南紀店

0570-018-711

072-640-5000

072-920-6200

0570-054-911

072-835-6600

0570-061-911

072-950-0555

072-267-5800

078-811-0001

078-797-7550

078-783-6090

078-371-6511

078-230-0318

078-992-9960

0570-080-611

06-6420-8200

078-928-4131

0795-82-8457

0742-32-2233

0743-54-2711

0744-20-1515

0570-065-801

073-456-2000

0738-32-3200

0739-26-3700

0735-31-3500

大阪府枚方市田口4丁目50-22

大阪府茨木市上郡２丁目１２-８

大阪府八尾市沼4丁目152

大阪府富田林市若松町西3丁目1560

大阪府寝屋川市日新町５-５

大阪府松原市丹南3丁目2-10

大阪府羽曳野市西浦3丁目4-6

大阪府高石市西取石8丁目1-17

兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目2-1

兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2-1 須磨パティオ1番館2F

兵庫県神戸市垂水区舞多聞東2丁目1-45 1F

兵庫県神戸市中央区中町通3丁目2-15

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2-2 2F

兵庫県神戸市西区糀台5丁目2-3 プレンティ専門店1番館2F

兵庫県姫路市広畑区夢前町1丁目1-1

兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８-１

兵庫県明石市西明石北町1丁目2-1

兵庫県丹波市氷上町本郷３００ ゆめタウン１Ｆ

奈良県奈良市柏木町581-1

奈良県大和郡山市田中町517

奈良県橿原市葛本町791-1

奈良県桜井市大字大福1039-1

和歌山県和歌山市中野３１-１

和歌山県御坊市湯川町財部１８１

和歌山県田辺市稲成町新江原３１６５

和歌山県新宮市佐野３丁目１１-１９

ドン・キホーテ鳥取本店

シューズ愛ランド鳥取安長店

シューズ愛ランド鳥取吉成店

シューズ愛ランド米子皆生店

シューズ愛ランド米子道笑町店

シューズ愛ランド鳥取倉吉店

0570-074-511

0857-37-1166

0857-37-4030

0859-39-0456

0859-39-0400

0858-27-4101

鳥取県鳥取市南吉方2丁目9

鳥取県鳥取市安長277

鳥取県鳥取市吉成南町1丁目2-20

鳥取県米子市皆生4丁目11-28

鳥取県米子市道笑町4丁目91-1

鳥取県倉吉市清谷町1丁目2

中　国

店舗名 住所 電話番号



シューズ愛ランド松江上乃木店

シューズ愛ランド松江学園通店

ゆめタウン浜田

MEGAドン・キホーテ出雲店

シューズ愛ランド出雲店

ドン・キホーテ岡山下中野店

シューズ愛ランド岡山十日市店

ドン・キホーテ岡山駅前店

シューズ愛ランド倉敷下庄店

シューズショップニシヤマ トップス店

ドン・キホーテ倉敷店

シューズ愛ランド倉敷笹沖店

シューズ愛ランド津山店

ドン・キホーテ広島八丁堀店

ゆめタウン広島

シューズ愛ランド広島緑井店

ゆめタウン呉

シューズ愛ランド東尾道店

ゆめタウン福山

シューズ愛ランド福山蔵王店

ドン・キホーテ福山店

MEGAドン・キホーテ松永店

ゆめタウン東広島

ゆめタウン廿日市

シューズ愛ランド下関店

ゆめシティ

靴のヤマツル長府店

シューズ愛ランド宇部店

サンリブ阿知須

シューズ愛ランド山口店

ゆめタウン山口

エムラ山口店

シューズ愛ランド山口周南店

0852-32-2900

0852-32-2880

0855-23-7700

0570-066-411

0853-20-0181

0570-029-711

086-234-6060

0570-067-911

086-464-0111

086-441-8788

0570-029-601

086-430-0055

0868-28-7050

0570-049-911

082-252-8000

082-830-0272

0823-23-9200

0848-20-3811

084-973-0665

084-943-5480

0570-038-801

0570-040-505

082-423-1111

0829-34-1311

083-250-1133

083-255-1000

083-245-0441

0836-37-0700

0833-44-3336

083-933-1888

083-928-9500

083-922-3110

0833-45-0260

島根県松江市上乃木9丁目3-1

島根県松江市学園2丁目2-41

島根県浜田市港町227-1

島根県出雲市姫原2丁目7-5

島根県出雲市渡橋町1219-1

岡山県岡山市北区下中野344-106

岡山県岡山市北区十日市西町1-38

岡山県岡山市北区本町6-30

岡山県倉敷市下庄663-1

岡山県倉敷市玉島１６５１-１ トップス内

岡山県倉敷市中島2737-2

岡山県倉敷市吉岡字上中之町400-1

岡山県津山市二宮106-1

広島県広島市中区新天地5-3

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

広島県呉市宝町5-10

広島県尾道市高須町東新涯2丁目4795-7

広島県福山市入船町3丁目1-60

広島県福山市南蔵王町5丁目4-30

広島県福山市明神町1丁目9-28

広島県福山市柳津町1丁目5-7

広島県東広島市西条土与丸1丁目5-7

広島県廿日市市下平良2丁目2-1

山口県下関市垢田町1丁目702-1

山口県下関市伊倉新町3丁目1-1

山口県下関市長府土居の内町6-16

山口県宇部市鍋倉町6-33

山口県山口市阿知須4825-1

山口県山口市糸米2丁目2598-1

山口県山口市大内千坊6丁目9-1

山口県山口市米屋町1-13

山口県下松市美里町2丁目4-30

店舗名 住所 電話番号



MEGAドン・キホーテ徳島店

こんど履物店小松島店

こんど履物店阿南店

こんど履物店鴨島店

ゆめタウン徳島

ゆめタウン高松

ドン・キホーテ松山店

ABC-MARTフジグラン高知店

0570-097-811

0885-35-2250

0884-24-8800

0883-26-0040

088-693-0123

087-869-7500

0570-038-711

088-828-8550

徳島県徳島市応神町古川字戎子野48-1

徳島県小松島市小松島町字若井崎33-1

徳島県阿南市富岡町玉塚51-1

徳島県吉野川市鴨島町内原字西張459-4

徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1

香川県高松市三条町608-1

愛媛県松山市土居田町133-1

高知県高知市朝倉東町52-15 フジグラン高知1F

四　国

サンリブ高須

ベストシューズ

サンリブシティ小倉

シューズ愛ランド小倉下曽根店

サンリブ三ヶ森

シューズ愛ランド北九州折尾店

ゆめタウン博多

タンデム ゼリービーンズ新天町南通り店

靴のコボリ

MEGAドン・キホーテ福岡福重店

シューズ愛ランド福岡福重店

ゆめタウン大牟田

ゆめタウン久留米

シューズ愛ランド久留米上津バイパス店

サンリブ田川

ゆめタウン八女

ドン・キホーテ八女店

093-741-3388

093-531-2960

093-932-5777

093-474-0800

093-611-2801

093-693-2170

092-641-7111

092-751-9748

092-882-1469

0570-097-511

092-895-5533

0994-53-5000

0942-45-7100

0942-21-0040

0947-46-4300

0943-23-0666

0570-079-411

福岡県北九州市若松区高須南2丁目2-1

福岡県北九州市小倉魚町2丁目3-23

福岡県北九州市南区上葛原2丁目14-1

福岡県北九州市小倉南区田原新町2丁目4-28

福岡県北九州市八幡西区三ヶ森3丁目9-1

福岡県北九州市八幡西区美吉野町13-5

福岡県福岡市東区東浜1丁目1-1

福岡県福岡市中央区天神2丁目7-242

福岡県福岡市西区上山門1丁目4-39

福岡県福岡市西区拾六町1丁目7-1

福岡県福岡市西区拾六町1丁目25-10

福岡県大牟田市旭町2丁目28-1

福岡県久留米市新合川1丁目2-1

福岡県久留米市本山1丁目10-5

福岡県田川市大字川宮1693-1

福岡県八女市蒲原988-28

福岡県八女市納楚644-1

九　州

サンリブ下松

エムラ岩国店

シューズ愛ランド南岩国店

ABC-MART CAZL岩国店

ゆめタウン柳井

マルキュウ厚狭店

0836-65-1000

0827-22-1225

0827-34-0010

0827-29-3210

0820-22-5511

0836-72-0909

山口県下松市南花岡6丁目8-1

山口県岩国市麻里布町2丁目9-26

山口県岩国市南岩国町1丁目160-9

山口県岩国市室の木町1丁目2-38 フレスタモールCAZL岩国1F

山口県柳井市南町4丁目5-3

山口県山陽小野田市厚狭478-1

店舗名 住所 電話番号



シューズ愛ランドコスタ行橋店

ゆめタウン行橋

ゆめタウン筑紫野

ABC-MARTイオン大野城ショッピングセンター店 

サンリブくりえいと宗像

シューズ愛ランド太宰府店

サンリブ古賀

シューズ愛ランド福岡新宮店

ゆめタウン佐賀

シューズ愛ランド佐賀店

ABC-MARTイオン唐津ショッピングセンター店

ゆめタウン夢彩都

酒井文海堂

靴のテヅカ上熊本店

サンリブシティくまなん

靴のテヅカ渡鹿店

ゆめタウンはません

靴のテヅカ飛田店

ゆめタウン八代

シューズホリ

MEGAドン・キホーテ菊陽店

シューズ愛ランド熊本光の森店

ゆめタウン光の森

湯浦ショッピングセンターペア

ドン・キホーテD Plaza大分店

カガシヤわさだ本店

カガシヤ88

ヴァンテアン カガシヤ

サンカガシヤ

ゆめタウン別府

カガシヤ別府店

靴のピープル別府店

カガシヤ中津店

0930-26-6960

0930-24-8211

092-924-9000

092-589-3571

0940-38-0130

092-920-7302

092-943-0088

092-940-5111

0952-33-3100

0952-27-9181

0955-53-8653

095-823-3131

0920-54-2021

096-288-0696

096-370-1111

096-311-9200

096-334-1625

096-215-0222

0965-31-7777

0965-38-0508

0570-057-511

096-232-5551

096-233-2211

0966-86-0109

0570-023-611

097-547-7078

097-552-1949

097-533-1433

097-523-3833

0977-26-3333

0977-27-3502

0977-26-1448

0979-25-2055

福岡県行橋市西泉6丁目1-1 コスタ行橋内C棟

福岡県行橋市西宮市3丁目8-1

福岡県筑紫野市針摺東3丁目3-1

福岡県大野城市錦町4丁目1-1 2F

福岡県宗像市くりえいと1丁目5-1

福岡県太宰府市向佐野3丁目1-35

福岡県古賀市天神2丁目5-1

福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目3-1

佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14-1

佐賀県佐賀市兵庫南2丁目17-12

佐賀県唐津市鏡字立神4671 2F

長崎県長崎市元船町10-1

長崎県対馬市美津島町鶏知乙387-11

熊本県熊本市中央区段山本町３９-１

熊本県熊本市中央区平成3丁目23-30

熊本県熊本市渡鹿１丁目１７-６

熊本県熊本市南区田井島1丁目2-1

熊本県熊本市飛田４丁目７-２８

熊本県八代市建馬町3-1

熊本県八代市日奈久上西町327

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655-1

熊本県菊池郡菊陽町光の森2丁目7-3

熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目33-1

熊本県葦北郡芦北町大字湯浦279-4

大分県大分市大字勢家1137

大分県大分市大字市527

大分県大分市高城新町1-12

大分県大分市中央町1丁目3-9

大分県大分市森字鍬原648-1

大分県別府市楠町382-7

大分県別府市船小路町5

大分県別府市餅ケ浜7-10 マルショク餅ケ浜店内

大分県中津市蛭子町３丁目９９

店舗名 住所 電話番号



靴のピープル佐伯店

靴のピープル臼杵店

靴のピープル津久見店

靴のピープル杵築店

靴のテヅカ加納店

靴のテヅカ霧島店

靴のピープル宮崎店

靴のテヅカ柳丸店

靴のピープル新名爪店

靴のテヅカ都城店

靴のテヅカ多々良店

靴のピープル松山店

靴のピープル出水店

0972-24-2006

0972-63-7875

0972-82-6345

0978-63-3246

0985-85-2823

0985-35-7395

0985-26-3815

0985-23-1755

0985-39-6322

0986-45-1675

0982-29-2999

0982-26-0017

0996-62-5555

大分県佐伯市鶴岡西町2丁目153 サンリブ佐伯店内

大分県臼杵市大字江無田266-5 サンリブ臼杵店内

大分県津久見市中央町760-53 マルショク津久見店内

大分県杵築市大字杵築字北浜665 サンリブ杵築店内

宮崎県宮崎市清武町大字加納字町ノ前乙346-1 ヴィバタウン内

宮崎県宮崎市霧島２丁目８５-１

宮崎県宮崎市中央通3-42 マルショク中央通り店内

宮崎県宮崎市柳丸139

宮崎県宮崎市新名爪字二月田1836 マルショク新名爪店内2F

宮崎県都城市小松原町２-１５

宮崎県延岡市岡富町１２６

宮崎県延岡市松山町1221-159 マルショク松山店内

鹿児島県出水市本町4-45 プラッセだいわ出水店内1F

店舗名 住所 電話番号

（呼出）

（呼出）

サンエー那覇メインプレイス

サンエー宜野湾コンベンションシティ

サンエー石垣シティ

サンエー経塚シティ

サンエー浦添西海岸パルコシティ

サンエー為又シティ

サンエーしおざきシティ

サンエー泡瀬衣料館

サンエー中の町タウン

サンエー豊見城ウイングシティ

サンエー石川シティ

サンエー具志川メインシティ

サンエー与勝シティ

サンエー赤道ショッピングタウン

サンエーショッピングタウン宮古衣料館

サンエー大湾シティ

サンエーハンビータウン

サンエー西原シティ

098-951-3300

098-897-3330

0980-83-2111

098-871-3333

098-871-1120

0980-54-0222

098-840-3333

098-939-2111

098-932-2322

098-850-5100

098-965-3300

098-974-1300

098-978-8888

098-973-4131

0980-74-3322

098-956-3399

098-936-9100

098-882-9100

沖縄県那覇市おもろまち4丁目4-9

沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10

沖縄県石垣市真栄里301-1

沖縄県浦添市字経塚652-1

沖縄県浦添市西洲３丁目１-１

沖縄県名護市字為又904-5

沖縄県糸満市潮崎町2丁目2

沖縄県沖縄市泡瀬5丁目1-11

沖縄県沖縄市胡屋2丁目1-56

沖縄県豊見城市字高安261-2

沖縄県うるま市石川2521-1

沖縄県うるま市江洲４５０-１

沖縄県うるま市勝連南風原5111

沖縄県うるま市字高江洲1031-1

沖縄県宮古島市平良字西里463

沖縄県中頭郡読谷村字大湾343

沖縄県中頭郡北谷町北前1丁目2-3

沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅130

沖　縄



サンエーつかざんシティ

サンエー八重瀬シティ

098-882-7755

098-998-3111

沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1471-2

沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原99-1

店舗名 住所 電話番号




