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掲載店舗名 掲載店舗名 住所 電話番号

北海道・東北

北海道 東急百貨店 札幌店 5階子供靴売場 札幌市中央区北四条西2丁目18F 011-212-2437                  

宮城県 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙ名取店 宮城県名取市杜せきのした5-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ名取3F 022-382-9209

福島県 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙいわき小名浜店 福島県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 0246-84-9668

関東

栃木県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ東武宇都宮店 栃木県宇都宮市宮園町5-4東武宇都宮百貨店5F 028-611-3649

群馬県 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙ太田店 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 0276-47-8765

埼玉県 そごう大宮店 5階こども靴売場 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 048-646-2111(代表）                  

埼玉県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川店 埼玉県川口市前川1丁目1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川3F 048-263-3012

埼玉県 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田店 埼玉県戸田市美女木東1-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田3F 048-449-0543

埼玉県 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙ与野店 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 048-851-5036

埼玉県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞﾚｲｸﾀｳﾝmori店 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ3-1-1ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝMORI3F 048-961-7010

千葉県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心店ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ2F 043-213-7110

千葉県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店 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 0476-48-5130

千葉県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ柏店 千葉県柏市豊町2-5-25ｲｵﾝﾓｰﾙ柏2F 04-7141-6152

東京都 日本橋高島屋S.C. 本館5階ﾃﾞｨｱｷｯｽﾞｽｸｴｱ 東京都中央区日本橋2-4-1 03-3211-4111（代表）

東京都 ｱｼｯｸｽｷｯｽﾞ 銀座 東京都中央区銀座5-3-12 壹番館ﾋﾞﾙ1階 03-6264-5046

東京都 北千住ﾏﾙｲ KID's 東京都足立区千住3-92 北千住ﾏﾙｲ5階 ｱｼｯｸｽKID'S売場 03-3870-8250

東京都 高島屋新宿店 9階ﾃﾞｨｱｷｯｽﾞｽｸｴｱ 東京都渋谷区千駄ｹ谷5-24-2 03-5361-1111（代表）

東京都 玉川高島屋S･C 本館5階こども用品売場 東京都世田谷区玉川3-17-1 03-3709-3111（代表）

東京都 伊勢丹新宿店 本館6階ｽｸｰﾙ子供雑貨 東京都新宿区新宿3-14-1 03-3352-1111（大代表）

東京都 小田急百貨店 新宿店 本館9階ﾍﾞﾋﾞｰ･こども用品売場 東京都新宿区西新宿1-1-3 03-3342-1111                  

東京都 東武百貨店 池袋店 7F2番地子供靴売場 東京都豊島区西池袋1-1-25 03-5951-8662

東京都 西武池袋本店 6階こども靴売場 東京都豊島区南池袋1-28-1 03-3981-0111                  

東京都 伊勢丹立川店 7階子供雑貨売場 東京都立川市曙町2-5-1 042－525-1111

東京都 ｱｽﾋﾞｰｵﾘﾅｽ錦糸町店 東京都墨田区太平4-1-2ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ3F 03-3625-4192

東京都 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｽﾅﾓ店 東京都江東区新砂3-4-31 南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ SUNAMO3F 03-6660-2525

東京都 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5ｺﾋﾟｽ吉祥寺A館5F 0422-23-6176

東京都 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ多摩平の森店 東京都日野市多摩平2-4-1ｲｵﾝﾓｰﾙ多摩平の森4F 042-589-1770

東京都 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｰｱｽ高尾店 東京都八王子市東浅川町550-1ｲｰｱｽ高尾2F 042-673-3090

神奈川県 そごう横浜店 8階こども靴売場 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 045-465-2111                  

神奈川県 東急百貨店 たまﾌﾟﾗｰｻﾞ店 子供用品雑貨売場 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-7 045-903-2211(代表）                  

神奈川県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ大和店 神奈川県大和市下鶴間1-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ大和3F 046-200-2130

神奈川県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ座間店 神奈川県座間市広野台2-10-4ｲｵﾝﾓｰﾙ座間3F 046-204-6215

甲信越・北陸

新潟県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ新潟南店 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 025-383-1022

石川県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ新小松店 石川県小松市清六町315ｲｵﾝﾓｰﾙ新小松3F 0761-46-5376

山梨県 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和店 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 055-269-5312

長野県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ松本店 長野県松本市中央4-9-51ｲｵﾝﾓｰﾙ松本晴庭3F 0263-87-3726

東海

岐阜県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原3F 058-380-0581

静岡県 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙ富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1-8ｲｵﾝﾓｰﾙ富士宮2F 0544-68-4802

静岡県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞﾏｰｸｲｽﾞ静岡店 静岡県静岡市葵区柚木1026ﾏｰｸｲｽﾞ静岡3F 054-655-3511

愛知県 ｼﾞｪｲｱｰﾙ名古屋ﾀｶｼﾏﾔ 8階こども用品売場 愛知県名古屋市中村区名駅1-1ｰ4 052-566-1101（代表）

愛知県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ名古屋茶屋店 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 052-364-7924

愛知県 松坂屋名古屋店 本館5階 こども服･おもちゃ売場 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 052-264-2251

愛知県 ｱｽﾋﾞｰﾌｫｰﾗﾑｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前店 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前3F 052-725-6586

愛知県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ東浦店 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 0562-38-5775

愛知県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ常滑店 愛知県常滑市りんくう町2丁目20-3ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑店2F 0569-36-2035

愛知県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ長久手店 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街区ｲｵﾝﾓｰﾙ長久手3F 0561-64-3280

三重県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ東員店 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510ｰ1ｲｵﾝﾓｰﾙ東員3F 0594-86-2730
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近畿

京都府 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ京都桂川店 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3F 075-925-1035

京都府 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ京都五条店 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 075-748-9899

京都府 高島屋京都店 5階ﾃﾞｨｱｷｯｽﾞｽｸｴｱ 京都府京都市下京区四条河原町西入ﾙ真町52 075-221-8811（代表）

大阪府 大丸梅田店 10階ｱｼｯｸｽｷｯｽﾞ 大阪府大阪市北区梅田3-3-1 06-6344-6681

大阪府 阪急阪神百貨店 阪急うめだ本店 こども靴･雑貨売場 大阪府大阪市北区角田町8-7 06-6313-2204

大阪府 高島屋大阪店 6階ﾃﾞｨｱｷｯｽﾞｽｸｴｱ 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 06-6631-1101

大阪府 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙSENRITO店 大阪府豊中市新千里東町1-1-3ｲｵﾝSENRITO専門館3F 06-6836-6226

大阪府 阪急阪神百貨店 千里阪急 5階こども靴･雑貨売場 大阪府豊中市新千里東町1-5-1 06-6836-1392

大阪府 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ四条畷店 大阪府四條畷市砂4-3-2ｲｵﾝﾓｰﾙ四條畷3F 072-803-2365

大阪府 高島屋泉北店 4階こども用品売場 大阪府堺市南区茶山台1-3-1 072-293-1101

大阪府 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南店 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 072-480-5221

大阪府 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町3F 072-227-7016

大阪府 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田店 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 072-246-3392

兵庫県 大丸神戸店 5階こども洋品売場 兵庫県神戸市中央区明石町40 078-333-2110

兵庫県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北3F 078-983-3370

兵庫県 そごう西神店 4階こども靴･こども用品売場 兵庫県神戸市西区糀台5-9-4 078-990-5234

兵庫県 そごう神戸店 8階こども靴･用品売場 兵庫県神戸市中央区小野柄通8-18 078-200-7166

兵庫県 阪急阪神百貨店 西宮阪急 4階こども靴･雑貨売場 兵庫県西宮市高松町14-1 0798-62-7684

兵庫県 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽2F 072-778-9292

兵庫県 阪急阪神百貨店 川西阪急 4階こども靴･雑貨売場 兵庫県川西市栄町26-1 072-756-1677

奈良県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ橿原店 奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原店2F 0744-33-9866

奈良県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山 0743-54-7071

和歌山県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ和歌山店 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地ｲｵﾝﾓｰﾙ和歌山3F 073-480-5008

中国・四国

岡山県 天満屋岡山本店店 6階子供ｼｭｰｽﾞ･雑貨売場 岡山県岡山市北区表町2-1-1 086-231-7578

広島県 天満屋福山店 7階子供靴･雑貨売場 広島県福山市元町1-1 084-927-2504

広島県 そごう広島店 本館6階 子供靴売場 広島県中区基町6-27 085-225-2111(代表)

広島県 天満屋 広島ｱﾙﾊﾟｰｸ店 4階子供雑貨売場 広島県広島市西区井口明神1-16-1 082-501-1111(代表)

山口県 下関大丸 1階婦人靴ｱｼｯｸｽｺｰﾅｰ 山口県下関市竹崎町4-4-10 083-232-1111(代表)

徳島県 そごう徳島店 2階婦人靴売り場ｱｼｯｸｽｺｰﾅｰ 徳島県徳島市寺島本町西1-5 088-602-2228                  

九州・沖縄

福岡県 井筒屋 小倉店 本館7階子供靴売場 福岡県北九州市小倉北区船場町1-1 093-522-3111(代表)             

福岡県 ｷｯｼｭﾌﾟﾗｽﾏｰｸｲｽﾞ福岡ももち店 福岡県福岡市中央区地行浜2-30-24ﾏｰｸｲｽﾞ福岡ももち3F 092-707-6225

福岡県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞ福岡店 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 092-939-9333

福岡県 博多阪急 7階 子供靴･雑貨売場 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-461-1381(代表)

福岡県 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田店 福岡県大牟田市岬町3-4ｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田2F 0944-41-0592

熊本県 鶴屋百貨店 本館6階子供靴･用品売場 熊本県熊本市中央区手取本町6番1号 096-356-2111(代表)

熊本県 ｱｽﾋﾞｰｷｯｽﾞｲｵﾝﾓｰﾙ熊本店 熊本県上益城群嘉島大字上島長池2232ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本 080-4317-7114

宮崎県 ｱｽﾋﾞｰｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎2F 0985-60-8129

鹿児島県 山形屋 2号館4階子供用品売場 鹿児島県鹿児島市金生町3-1 099-227-6111(代表)


