
No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

1 北海道 西友　西町店 札幌市西区西町南６－１－１ 011-664-2111

2 北海道 西友　手稲店 札幌市手稲区前田一条１１－１－１ 011-684-3111

3 北海道 西友　厚別店 札幌市厚別区厚別西４条６丁目－７００－１２６ 011-893-5111

4 北海道 Ｍ．ＳＴＡＧＥ　イオン苫小牧店 苫小牧市柳町３－１－２ 0144-52-5553

5 北海道 ヒマワリ靴店 岩見沢市二条西３丁目 0126-25-2008

6 北海道 名取川靴店 札幌市中央区南三条西２丁目 011-251-2266

7 北海道 西條　名寄店 名寄市西四条南８丁目１ 01654-3-5151

8 北海道 西條　稚内店 稚内市大黒４丁目７－１ 0162-24-5151

9 北海道 ＢＯＳＴＯＮ　西友手稲店 札幌市手稲区前田一条１１－１－１ 011-684-5512

No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

1 宮城県 グリーンボックス仙台幸町店 宮城県仙台市宮城野区幸町５－１０－１ 022-292-0877

2 宮城県 グリーンボックス富谷店 宮城県富谷市大清水１－３３－１ 022-358-8298

3 宮城県 グリーンボックス気仙沼店 宮城県気仙沼市赤岩館下6-1外 0226-24-5316

4 宮城県 グリーンボックス石巻店 宮城県石巻市茜平4丁目104番地 0225-94-8651

5 宮城県 グリーンボックス多賀城店 宮城県多賀城市町前4-1-1 022-366-2575

6 宮城県 グリーンボックス新利府店 宮城県宮城郡利府町利府字新中道3-1-1 022-767-0651

7 宮城県 グリーンボックス 仙台店 宮城県仙台市青葉区中央２丁目３−６ 022-266-5812

8 宮城県 グリーンボックス新名取店 宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1 022-784-3027

9 宮城県 グリーンボックス船岡店 宮城県柴田郡柴田町西船迫2-1-15 0224-54-4557

10 福島県 グリーンボックスイオンスタイルいわき小名浜店 福島県いわき市小名浜字辰巳町７９ 024-68-49688

11 福島県 グリーンボックス白河西郷店 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下11-1 0248-24-9351

12 福島県 グリーンボックスいわき店 福島県いわき市平字三倉68番1 0246-41-3025

※店舗によって、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。
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No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

1 茨城県 シューマート　つくば研究学園店 つくば市学園の森２丁目１ 029-893-4492

2 茨城県 グリーンボックス古河店 茨城県古河市旭町１－２－１７ 028-031-2100

3 茨城県 グリーンボックス東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東４丁目１番１号 029-270-5388

4 茨城県 グリーンボックスつくば店 茨城県つくば市稲岡６６－１ 029-636-0457

5 茨城県 グリーンボックス下妻店 茨城県下妻市堀篭972-1 029-644-8778

6 茨城県 グリーンボックス笠間店 茨城県笠間市赤坂８ 029-672-6291

7 茨城県 グリーンボックス土浦店 茨城県土浦市上高津367他 029-826-8841

8 茨城県 グリーンボックス水戸内原店 茨城県水戸市内原２丁目１番地 029-259-9201

9 茨城県 グリーンボックス 常陸大宮店 茨城県常陸大宮市下村田 2387 0295-53-0125

10 茨城県 グリーンボックス 高萩店 茨城県高萩市安良川 231 0293-22-1310

11 茨城県 アスビーファム守谷テラス店 茨城県守谷市久保ケ丘2-1-1守谷テラス 0297-20-6020

12 群馬県 シューマート　前橋上泉店 前橋市上泉町６８２番地４ 027-289-0592

13 群馬県 シューマート　前橋吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保８５７番地 0279-30-5330

14 群馬県 シューマート　伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町３４０８番地 0270-20-6170

15 群馬県 グリーンボックス太田店 群馬県太田市石原町81番地 027-645-5761

16 群馬県 グリーンボックス高崎店 群馬県高崎市棟高町１４００番地 027-737-7710

17 群馬県 アスビーファム新田店 群馬県太田市新田市野井町592-13 0276-40-9280

18 埼玉県 ライフ　毛呂山店 入間郡毛呂山町岩井西３丁目１２番地３４ 049-295-7545

19 埼玉県 ライフ　吉川駅前店 吉川市保１－１３－３ 048-981-8611

20 埼玉県 グリーンボックス入間店 埼玉県入間市上藤沢４６２－１ 042-966-4716

21 埼玉県 グリーンボックス川口前川店 埼玉県川口市前川１－１－１１ 048-261-7478

22 埼玉県 グリーンボックス北戸田店 埼玉県戸田市美女木東１－３－１ 048-424-1112

23 埼玉県 グリーンボックス新座店 埼玉県新座市東北2-32-12 048-486-3607

24 埼玉県 グリーンボックス羽生店 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３ 048-562-5751

25 埼玉県 グリーンボックス大宮店 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１ 048-666-2667

26 埼玉県 グリーンボックス春日部店 埼玉県春日部市下柳４２０－１ 048-747-0361

27 埼玉県 グリーンボックス浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園五丁目５０番地１ 048-812-3161

28 埼玉県 グリーンボックス北浦和店 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－２０－２９ 048-833-5602

29 埼玉県 グリーンボックスイオンレイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１ 048-989-6981

30 埼玉県 グリーンボックス大井店 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１ 049-263-2876

31 埼玉県 アスビーファム 鴻巣店 埼玉県鴻巣市本町１丁目１−２ 048-540-7137

32 神奈川県 末広堂 川崎市高津区溝口１丁目７－５ 044-822-2845

33 神奈川県 グリーンボックス橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1 042-771-5958

34 神奈川県 グリーンボックス相模原店 神奈川県相模原市南区古淵2-10-1 042-776-7163

35 神奈川県 グリーンボックス東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区富家町1 045-402-1910

36 神奈川県 グリーンボックス秦野店 神奈川県秦野市入船町１２－１ 0463-82-4191

37 神奈川県 グリーンボックス茅ヶ崎中央店 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3丁目5-16 0467-58-1061

38 神奈川県 グリーンボックス 本牧店 神奈川県横浜市中区本牧原７−１ 045-622-1450

39 神奈川県 グリーンボックス 東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５−１ 045-822-3818

40 神奈川県 グリーンボックス 金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区泥亀１丁目２７−１ 045-781-5557

41 神奈川県 グリーンボックス 新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区上麻生1−１９ 044-959-2080

42 神奈川県 グリーンボックス 海老名店 神奈川県海老名市中央２丁目４−１ 046-232-0851

43 静岡県 ピアゴ　富士宮店 富士宮市東阿幸地５４１番地 0544-24-6777

44 静岡県 シューズ愛ランド　浜松入野店 浜松市西区入野町９９１８－４ 053-445-1212

45 静岡県 シューズ愛ランド　浜松市野店 浜松市東区天王町１９８２－１ 053-411-2010

46 静岡県 グリーンボックス富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1-8 054-425-6580

47 静岡県 グリーンボックス清水店 静岡県静岡市清水区上原1-6-16 054-348-2788

48 静岡県 グリーンボックス焼津店 静岡県焼津市祢宜島555番地 054-623-5722

49 千葉県 ライフ　佐倉店 佐倉市大崎台１－１８－４ 043-486-6177

50 千葉県 ライフ　増尾店 柏市増尾台３－５－１５ 047-176-5000
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No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

51 千葉県 グリーンボックス稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20 043-252-3110

52 千葉県 グリーンボックスマリンピア店 千葉県千葉市美浜区高洲3-13-1 043-277-9061

53 千葉県 グリーンボックス幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１ 043-299-3143

54 千葉県 グリーンボックスユーカリが丘店 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 043-312-9279

55 千葉県 グリーンボックス八街店 千葉県八街市文違301 043-440-1585

56 千葉県 グリーンボックスダイエー市川コルトンプラザ店 千葉県市川市鬼高1-1-1 047-376-2002

57 千葉県 グリーンボックス鎌ヶ谷店 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1 047-446-3081

58 千葉県 グリーンボックス八千代緑ヶ丘店 千葉県八千代市緑が丘２－１－３ 047-450-2321

59 千葉県 グリーンボックス津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-23-1 047-493-9521

60 千葉県 グリーンボックス新松戸店 千葉県松戸市新松戸3-2-2 047-710-6860

61 千葉県 グリーンボックス銚子店 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 047-922-1811

62 千葉県 グリーンボックスイオン成田店 千葉県成田市ウイング土屋２４番地 0476-22-7391

63 千葉県 アスビーファム 辰巳台店 千葉県市原市辰巳台東1−２ 0436-40-5391

64 千葉県 グリーンボックス臼井店 千葉県佐倉市王子台1-23 043-460-1302

65 千葉県 グリーンボックス千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央北3-1-1 0476-46-9421

66 千葉県 グリーンボックス船橋店 千葉県船橋市山手1丁目１ 047-431-1366

67 千葉県 アスビーファム市川店 千葉県市川市市川1-4-10 047-324-7554

68 千葉県 アスビーファム七光台店 千葉県野田市七光台4-2 04-7120-8251

69 千葉県 グリーンボックスノア店 千葉県野田市中根36-1 04-7121-2431

70 千葉県 グリーンボックス市川妙典店 千葉県市川市妙典5丁目3番1号 047-397-5139

71 千葉県 グリーンボックス新浦安店 千葉県浦安市入船1-4-1 047-383-9150

72 千葉県 アスビーファムあすみが丘店 千葉県千葉市緑区あすみが丘7-1 043-205-5335

73 東京都 ライフ　平和台店 練馬区北町６－１０－１ 03-3935-2151

74 東京都 ライフ　経堂店 世田谷区経堂５－３２－６ 03-3706-2011

75 東京都 ライフ　千川駅前店 豊島区要町３－４５－４ 03-3974-2301

76 東京都 靴の丸善 台東区花川戸１－２－４ 03-3843-0843

77 東京都 鈴忠シューズ　王子店 北区王子１丁目４－１ 03-5390-2822

78 東京都 シューマックス　篠崎店 江戸川区鹿骨２－３８－９ 03-5664-3777

79 東京都 シューマックス　瑞江店 江戸川区南篠崎町３－３－１ 03-3698-0798

80 東京都 すずちゅう　五反田ＴＯＣ店 品川区西五反田７－２２－１７ 03-6303-9344

81 東京都 グリーンボックス品川シーサイド店 東京都品川区東品川4丁目12-5 03-3458-0503

82 東京都 グリーンボックス南砂店 東京都江東区南砂6-7-15 03-3645-1668

83 東京都 グリーンボックス板橋店 東京都板橋区徳丸２－６－１ 03-3937-1171

84 東京都 グリーンボックス葛西店 東京都江戸川区西葛西3-9-19 03-5676-7208

85 東京都 グリーンボックス東久留米店 東京都東久留米市南沢５－１７－６２ 042-462-3350

86 東京都 グリーンボックスむさし村山店 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3 042-562-5320

87 東京都 グリーンボックス日の出店 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237番地3 042-597-1488

88 東京都 シューズショップカメヤ 東京都文京区関口１丁目４−９ 03-3268-1883

89 栃木県 グリーンボックス栃木店 栃木県栃木市箱森町３７－９ 028-220-0014

90 栃木県 グリーンボックス佐野新都市店 栃木県佐野市高萩町１３２４－１ 0283-21-6201

91 栃木県 グリーンボックス小山店 栃木県小山市中久喜１４６７－１ 028-521-1061

92 栃木県 アスビーファム石橋店 栃木県下野市下古山字北原3362-1 0285-51-1821

93 栃木県 アスビーファム真岡店 栃木県真岡市台町字丸山2668番地 0285-80-3611

94 栃木県 アスビーファムさくら店 栃木県さくら市櫻野1551 028-681-5506

95 栃木県 グリーンボックス今市店 栃木県日光市豊田79-1 0288-22-8663
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No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

1 愛知県 グリーンボックス大高店 愛知県名古屋市緑区南大高２－４５０ 052-622-8005

2 愛知県 グリーンボックス名古屋茶屋店 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11 052-655-5850

3 愛知県 グリーンボックス新瑞橋店 愛知県名古屋市南区菊住１－７－１０ 052-823-7177

4 愛知県 グリーンボックス豊橋南店 愛知県豊橋市野依町字落合1-12 053-225-3431

5 愛知県 グリーンボックス豊川店 愛知県豊川市開運通2-31 053-389-3347

6 愛知県 グリーンボックス長久手店 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 0561-65-5610

7 愛知県 グリーンボックス岡崎南店 愛知県岡崎市戸崎町ばら山1-1 0564-71-0571

8 愛知県 グリーンボックス熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2番11号 052-883-2201

9 愛知県 グリーンボックス東浦店 愛知県知多郡東浦町大字諸川字旭１３－２ 0562-82-1266

10 愛知県 グリーンボックス春日井店 愛知県春日井市柏井町4-17 0568-57-2325

11 愛知県 グリーンボックス木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25番1 0586-86-7018

12 愛知県 グリーンボックス豊田店 愛知県豊田市広路町1-1 0565-85-8390

13 愛知県 グリーンボックスナゴヤドーム前店 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 052-721-6811

14 愛知県 グリーンボックスワンダーシティ店 愛知県名古屋市西区二方町40番地 052-504-3611

15 岐阜県 アル・プラザ　鶴見店 大垣市鶴見町上渡瀬６４１番地の２ 0584-75-3711

16 岐阜県 グリーンボックス各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 058-371-7750

17 岐阜県 グリーンボックス大垣店 岐阜県大垣市外野2丁目100番 0584-89-5602

18 静岡県 ピアゴ　富士宮店 富士宮市東阿幸地５４１番地 0544-24-6777

19 静岡県 シューズ愛ランド　浜松入野店 浜松市西区入野町９９１８－４ 053-445-1212

20 静岡県 シューズ愛ランド　浜松市野店 浜松市東区天王町１９８２－１ 053-411-2010

21 静岡県 グリーンボックス富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1-8 054-425-6580

22 静岡県 グリーンボックス清水店 静岡県静岡市清水区上原1-6-16 054-348-2788

23 静岡県 グリーンボックス焼津店 静岡県焼津市祢宜島555番地 054-623-5722

24 石川県 シューズ愛ランド　小松店 小松市不動島町２７街区４５－２ 0761-21-4400

25 長野県 シューマート　長野稲里店 長野市稲里町中央３丁目３９番１号 026-286-1657

26 長野県 グリーンボックス松本店 長野県松本市中央４－９－５１ 026-350-6979

27 富山県 アル・プラザ　小杉店 射水市三ケ２６０２ 0766-57-8100

28 富山県 アル・プラザ　富山店 富山市婦中町下轡田１６５番地の１ 076-466-1800

29 福井県 アル・プラザ　鯖江店 鯖江市下河端町１６字下町１６番１ 0778-54-8181

中部地方



No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

1 京都府 アル・プラザ　醍醐店 京都市伏見区醍醐高畑町１－３７ 075-575-6100

2 京都府 グリーンボックス久御山店 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 075-633-5118

3 京都府 グリーンボックス京都桂川店 京都府京都市南区久世高田町376-1 075-925-9727

4 京都府 グリーンボックス高の原 京都府木津川市相楽台1-1-1 0774-73-8208

5 三重県 シューズ愛ランド　鈴鹿店 鈴鹿市神戸本多町７６５ 059-381-5353

6 三重県 グリーンボックス津店 三重県津市桜橋３丁目446 059-246-8192

7 三重県 グリーンボックス四日市北店 三重県四日市市富州原町2-40 059-365-2821

8 三重県 アスビーファム日永カヨー店 三重県四日市市日永4-2-41 059-349-6324

9 滋賀県 アル・プラザ　草津店 草津市西渋川１丁目２３番３０号 077-561-6200

10 滋賀県 ビバシティ平和堂 彦根市竹ケ鼻町４３番地の１ 0749-27-5555

11 滋賀県 アル・プラザ　長浜店 長浜市小堀町４５０ 0749-65-7700

12 大阪府 アル・プラザ　香里園店 寝屋川市日新町５番５号 072-835-6600

13 大阪府 アル・プラザ　高槻店 高槻市芥川町一丁目２番Ｃ－２０１号 072-684-9100

14 大阪府 オークワ　わくわくシティ尾崎店 阪南市下出１６７番地の１ 072-471-7000

15 大阪府 イズミヤ　くずは店 枚方市楠葉花園町１５番地１号 072-856-0800

16 大阪府 イズミヤ　千里丘店 吹田市山田南１番１号 06-6380-7141

17 大阪府 イズミヤ　寝屋川店 寝屋川市早子町２３番１－１０４号 072-822-2311

18 大阪府 イズミヤ　和泉中央店 和泉市いぶき野５丁目１番１１号 0725-57-3255

19 大阪府 シューズ ＷＡＬＫ ＵＰ 和泉市いぶき野５丁目１ 0725-57-0192

20 大阪府 シューズ愛ランド　八尾沼店 八尾市沼４丁目１５２番地 072-920-6200

21 大阪府 シューズ愛ランド　泉北高石店 高石市西取石８丁目１－１７ 072-267-5800

22 大阪府 シューズ愛ランド　堺なかもず店 堺市北区百舌鳥西之町３丁５２３ 072-246-6767

23 大阪府 シューズ愛ランド　羽曳野店 羽曳野市西浦３丁目－４－６ 072-950-0555

24 大阪府 グリーンボックスりんくう泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 072-484-2107

25 大阪府 グリーンボックス大阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ店 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1 06-6582-1707

26 兵庫県 靴のナカガワ 尼崎市南武庫之荘５丁目１８－３４ 06-6437-5195

27 兵庫県 ヒラキ　岩岡店 神戸市西区岩岡町野中字福吉５５６ 078-967-1065

28 兵庫県 ヒラキ　日高店 豊岡市日高町浅倉字夫皮１－１ 0796-42-0796

29 兵庫県 グリーンボックス伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 072-771-1276

30 兵庫県 グリーンボックス伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木１－１－１ 072-781-7877

31 兵庫県 グリーンボックス明石店 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り3-3-1 078-934-4670

32 兵庫県 グリーンボックス神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8丁目1番1号 078-986-8230

33 兵庫県 グリーンボックス加西北条店 兵庫県加西市北条町北条308-1 079-043-1721

34 兵庫県 グリーンボックス赤穂店 兵庫県赤穂市中広字別所55-3 079-145-7571

35 兵庫県 グリーンボックス姫路リバーシティー店 兵庫県姫路市飾磨区細江2560 079-233-8102

36 兵庫県 グリーンボックス姫路店 兵庫県姫路市増位本町2-12-10 079-283-2280

37 兵庫県 グリーンボックス高砂店 兵庫県高砂市緑丘2-1-40 079-443-2622

38 兵庫県 グリーンボックス猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1 072-765-0617

39 兵庫県 グリーンボックス姫路大津店 兵庫県姫路市大津区大津町2丁目5番 079-239-1351

40 兵庫県 グリーンボックス三田ウッディタウン店 兵庫県三田市けやき台1丁目6番地2 079-562-6181

41 兵庫県 アスビーファムコロワ甲子園店 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3 0798-39-7498

42 兵庫県 グリーンボックス小野店 兵庫県小野市王子町868-1 0794-64-9070

43 兵庫県 グリーンボックスジェームス山店 兵庫県神戸市垂水区青山台7-7-1 078-753-2788

44 兵庫県 グリーンボックス加古川店 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1 079-424-5040

45 兵庫県 グリーンボックス三木店 兵庫県三木市大村字砂163 0794-83-8135

46 奈良県 シューズ愛ランド　橿原店 橿原市葛本町７９１－１ 0744-20-1515

47 奈良県 シューズ愛ランド　奈良柏木店 奈良市柏木町５８１－１ 0742-32-2233

48 奈良県 グリーンボックス大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741 0743-55-5693

49 奈良県 グリーンボックス橿原店 奈良県橿原市曲川町7-20-1 0744-22-2388

50 奈良県 アスビーファム天理店 奈良県天理市東井戸堂町381番地 0743-69-5651

51 奈良県 グリーンボックス桜井店 奈良県桜井市大字上ノ庄278-1 0744-46-0230

52 和歌山県 オークワ　パームシティ和歌山店 和歌山市中野３１－１ 073-456-2000

53 和歌山県 オークワ　パビリオンシティ田辺店 田辺市稲成町新江原３１６５ 0739-26-3700

54 和歌山県 オークワ　ロマンシティ御坊店 御坊市湯川町財部１８１ 0738-32-3200

55 和歌山県 オークワ　箕島店 有田市新堂字弁天１０－３ 0737-83-6680

56 和歌山県 スーパーセンターオークワ　南紀店 新宮市佐野３丁目１１－１９ 0735-31-3500

57 和歌山県 スーパーセンターオークワ　セントラルシティ和歌山店 和歌山市小雑賀８０５－１ 073-433-6085

58 和歌山県 イズミヤ　和歌山店 和歌山市新生町７番２０号 073-427-0550

59 和歌山県 グリーンボックス和歌山店 和歌山県和歌山市中字楠谷573 073-453-2633

近畿地方



No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

1 岡山県 シューズ愛ランド　倉敷下庄店 倉敷市下庄６６３－１ 086-464-0111

2 岡山県 シューズ愛ランド　岡山十日市店 岡山市北区十日市西町１－３８ 086-234-6060

3 岡山県 シューズ愛ランド　津山店 津山市二宮１０６－１ 0868-28-7050

4 岡山県 シューズ愛ランド　倉敷笹沖店 倉敷市吉岡字上中之町４００－１ 086-430-0055

5 岡山県 グリーンボックスイオン倉敷店 岡山県倉敷市水江1番地 086-423-7732

6 岡山県 グリーンボックス岡山店 岡山県岡山市北区下石井１－２－１ 086-238-2988

7 広島県 シューズ愛ランド　福山蔵王店 福山市南蔵王町５－４－３０ 084-943-5480

8 広島県 シューズ愛ランド　広島緑井店 広島市安佐南区緑井６丁目２番１１号 082-830-0272

9 広島県 シューズ愛ランド　東尾道店 尾道市高須町東新涯２丁目４７９５－７ 0848-20-3811

10 広島県 グリーンボックス広島府中店 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 082-561-0580

11 広島県 グリーンボックス広島祇園店 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1 082-875-7620

12 山口県 シューズ愛ランド　山口店 山口市糸米２丁目２５９８－１ 083-933-1888

13 山口県 シューズ愛ランド　山口周南店 下松市美里町２丁目４番３０号 0833-45-0260

14 山口県 シューズ愛ランド　下関店 下関市垢田町１丁目７０２－１ 083-250-1133

15 山口県 エムラ　山口店 山口市米屋町１－１３ 083-922-3110

16 山口県 エムラ　岩国店 岩国市麻里布町２丁目９番２６号 0827-22-1225

17 山口県 マルキュウ　厚狭店 山陽小野田市厚狭字４７８－１ 0836-72-0909

18 山口県 グリーンボックス防府店 山口県防府市中央町1-3 0835-24-0234

19 島根県 シューズ愛ランド　出雲店 出雲市渡橋町１２１９－１ 0853-20-0181

20 島根県 シューズ愛ランド　松江上乃木店 松江市上乃木９丁目３－１ 0852-32-2900

21 島根県 シューズ愛ランド　松江学園通店 松江市学園２丁目２番４１号 0852-32-2880

22 島根県 グリーンボックス松江店 島根県松江市東朝日町151番地 0852-24-1939

23 鳥取県 シューズ愛ランド　米子道笑町店 米子市道笑町４－９１－１ 0859-39-0400

24 鳥取県 シューズ愛ランド　鳥取安長店 鳥取市安長２７７ 0857-37-1166

25 鳥取県 シューズ愛ランド　鳥取吉成店 鳥取市吉成南町１－２－２０ 0857-37-4030

26 鳥取県 シューズ愛ランド　米子皆生店 米子市皆生４丁目１１番２８号 0859-39-0456

27 鳥取県 シューズ愛ランド　鳥取倉吉店 倉吉市清谷町１丁目２ 0858-27-4101

28 鳥取県 グリーンボックス鳥取北店 鳥取県鳥取市晩稲100-1 0857-31-1588

No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

1 香川県 ゆめタウン　高松店 高松市三条町６０８－１ 087-869-7500

2 香川県 マルナカ　新土庄店 小豆郡土庄町甲１３６０－１０ 0879-61-1131

3 香川県 マルナカ　パワーシティ善通寺店 善通寺市与北町字下西原３２９０－１ 0877-64-0181

4 香川県 グリーンボックス高松店 香川県高松市香西本町1番1 087-881-2301

5 香川県 グリーンボックス綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 087-876-8722

6 香川県 グリーンボックス高松東店 香川県高松市福岡町3-8-5 087-823-5150

7 徳島県 マルナカ　脇町店 美馬市脇町拝原１７１１－１？ 0883-55-0011

中国地方

四国地方



No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

1 沖縄県 グリーンボックス具志川店 沖縄県うるま市字前原幸崎原303 098-982-6848

2 沖縄県 グリーンボックス南風原店 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264 098-889-0225

3 宮崎県 グリーンボックス宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 098-525-8017

4 宮崎県 グリーンボックス都城店 宮崎県都城市早鈴町1990 0986-36-8374

5 熊本県 シューズ愛ランド　熊本北店（熊本光の森店）店 菊池郡菊陽町光の森２丁目７番地３ 096-232-5551

6 熊本県 西村本店 菊池市隈府北原６０９－１ショッピングプラザ夢空間 096-824-5840

7 熊本県 靴のやまだ　イオン店 天草市亀場町食場後山イオン1Ｆ 0969-27-6710

8 熊本県 靴のやまだ　北店 天草市丸尾町１－１９ 0969-24-2511

9 熊本県 靴のやまだ　ウイング店 上天草市大矢野町馬場３３２８－１７ 0964-56-3295

10 佐賀県 シューズ愛ランド　佐賀店 佐賀市兵庫南２丁目７７３ 0952-27-9181

11 佐賀県 グリーンボックス唐津店 佐賀県唐津市鏡字立神4671 0955-77-2887

12 長崎県 シューズ＆バック　ここち店 対馬市厳原町今屋６８１－３ 0920-52-2575

13 長崎県 ぼんぼん靴店　本店 長崎市古川町８－２ 095-823-2393

14 長崎県 グリーンボックス大村店 長崎県大村市幸町25-200 0957-56-9193

15 福岡県 ゆめタウン　久留米店 久留米市新合川１丁目２－１ 0942-45-7100

16 福岡県 シューズ愛ランド　折尾店 北九州市八幡西区美吉野町１０６２－１ 093-693-2170

17 福岡県 シューズ愛ランド　太宰府店 太宰府市向佐野３丁目１番３５号 092-920-7302

18 福岡県 シューズ愛ランド　福岡福重店 福岡市西区拾六町１丁目２５番１０号 092-895-5533

19 福岡県 シューズ愛ランド　小倉下曽根店 北九州市小倉南区田原新町２－４－１１０ 093-474-0800

20 福岡県 シューズ愛ランド　福岡新宮店 糟谷郡新宮町新宮東５丁目３番１号 092-940-5111

21 福岡県 シューズ愛ランド　久留米上津バイパス店 久留米市本山１丁目１０番５号 0942-21-0040

22 福岡県 グリーンボックス筑紫野店 福岡県筑紫野市立明寺434-1 092-408-2381

23 福岡県 グリーンボックス福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1 092-938-6670

24 福岡県 グリーンボックス戸畑店 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2 093-616-7545

25 福岡県 グリーンボックス八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 093-681-6566

26 福岡県 グリーンボックス直方店 福岡県直方市湯野原2-1-1 0949-26-0511

27 福岡県 グリーンボックス福岡伊都店 福岡県福岡市西区徳永113-2 092-806-5545

28 福岡県 グリーンボックス大野城店 福岡県大野城市錦町4-1-1 092-558-6227

九州地方


