
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 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 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

3 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

4 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

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

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

7 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

8 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

9 東京都 靴の丸善 台東区花川戸１－２－４ 03-3843-0843

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

11 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

12 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

13 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

14 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

No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

1 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

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

3 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

4 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

5 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

6 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

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

8 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

9 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

※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。

北海道地方

関東地方

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 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

3 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

4 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

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

7 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

8 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

9 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

10 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

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

12 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

13 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

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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

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

28 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

29 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

30 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

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 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

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　パワーシティ屋島店 高松市屋島西町字百石１９０７-１ 087-843-7726

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

No. 都道府県 店舗名 住所 電話番号

1 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

2 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

3 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

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

5 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

6 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

7 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

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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

中国地方

四国地方

九州地方


