
会員百貨店リスト
※は事務部門   社名の青字は本社機能

店舗数 社数 社名 店名 郵便番号 会社住所 電話番号 ホームページアドレス
【北海道】

1 1 （株）札幌丸井三越 （丸井今井札幌本店） 〒060-0061 札幌市中央区南一条西２丁目１１番地 011-205-1151 http://www.marui-imai.jp/
2  （株）札幌丸井三越 札幌三越　 〒060-0061 札幌市中央区南一条西３丁目８番地 011-271-3311 http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?EcLogicName=storeinfo.storetopInfo&tenpoCd=19
3 （株）大丸松坂屋百貨店 大丸札幌店 〒060-0005 札幌市中央区北５条西４丁目７番地 011-828-1111 http://www.daimaru.co.jp/sapporo/index.html
4 （株）東急百貨店  札幌店 〒060-8619 札幌市中央区北四条西２丁目１番地 011-212-2211 http://www.tokyu-dept.co.jp/sapporo/
5 2 （株）丸ヨ池内 〒060-8668 札幌市中央区南一条西２丁目１８番地 011-281-6160 http://www.ikeuchi.co.jp
6 3 （株）函館丸井今井　 　 〒040-0011 函館市本町３２番１５号 0138-32-1151 https://www.maruiimai.mistore.jp/hakodate.html
6 3 　北海道地区　3社6店舗

【東北】
1 1 （株）さくら野百貨店 （本社・青森店） 〒030-8574 青森市新町１丁目１３番２号 017-723-4311 http://www.sakurano-dept.jp/
2 （株）さくら野百貨店 八戸店 〒031-0032 八戸市三日町１３番地 0178-44-1151 https://sakurano-dept.jp/hachinohe/
3 （株）さくら野百貨店 弘前店 〒036-8092 弘前市城東北３丁目１０番１号 0172-26-1120 https://sakurano-dept.jp/hirosaki/
4 2 （株）川徳 （パルクアベニューカワトク） 〒020-8655 盛岡市菜園１丁目１０番１号 019-651-1111 http://www.kawatoku.com/
5 （株）さくら野百貨店 北上店 〒024-8511 北上市本通り２丁目２番１号 0197-61-5511 https://sakurano-dept.jp/kitakami/
6 3 （株）仙台三越　 　 〒980-8652 仙台市青葉区一番町４丁目８番１５号 022-225-7111 http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?EcLogicName=storeinfo.storetopInfo&tenpoCd=18
7 4 （株）藤崎 〒980-8652 仙台市青葉区一番町３丁目２番１７号 022-261-5111 http://www.fujisaki.co.jp/
8 5 （株）タカヤナギ 〒014-0044 大仙市戸蒔字錨７７－１ 0187-62-1234 https://www.e-takayanagi.com/corpo/
9 （株）そごう・西武 西武秋田店 〒010-8505 秋田市中通２丁目６－１ 018-832-5111 https://www.sogo-seibu.jp/akita/

10 6 （株）うすい百貨店 〒963-8004 郡山市中町13番1号 024-932-0001 http://www.usui-dept.co.jp
10 6 　東北地区　6社10店舗

【関東】
1 1 （株）小田急百貨店 （本社、新宿店） 〒160-8001 新宿区西新宿１丁目５番１号 03-3342-1111 http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/

2 （株）京王百貨店 （本社）※ 〒151-0061 渋谷区初台１丁目５３番７号　京王初台駅ビル２F～８F 03-5354-2811
2 （株）京王百貨店 新宿店 〒160-8321 新宿区西新宿１丁目１番4号 03-3342-2111 https://www.keionet.com/info/shinjuku/
3 ジェイアール東日本商業開発（株） グランデュオ蒲田 〒144-0051 大田区西蒲田７丁目６８番１号 03-5713-6000 https://www.granduo.jp/kamata/

　 3 （株）そごう・西武 (本社）※　 〒171-0022 豊島区南池袋1-18-21　西武池袋本店 書籍館 03-6272-7111 http://www.sogo-seibu.co.jp/news.html
4 （株）そごう・西武 西武池袋本店 〒171-8569 豊島区南池袋１丁目２８番１号 03-3981-0111 https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/ 
5 （株）そごう・西武　 西武渋谷店 〒150-8330 渋谷区宇田川町２１番１号 03-3462-0111 https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/

4 （株）大丸松坂屋百貨店 （本社）※ 〒135-8510 江東区木場２丁目１８番１１号  
6 （株）大丸松坂屋百貨店 松坂屋上野店 〒110-8503 台東区上野３丁目２９番５号 03-3832-1111 http://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/index.html
7 （株）大丸松坂屋百貨店 大丸東京店 〒100-6701 千代田区丸の内1丁目９番１号 03-3212-8011 http://www.daimaru.co.jp/tokyo/index.html
8 （株）髙島屋　 日本橋店 〒103-8265 中央区日本橋２丁目４番１号 03-3211-4111 https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/index.html
9 （株）髙島屋　 新宿店 〒151-8580 渋谷区千駄ヶ谷５丁目２４番２号 03-5361-1111 http://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/index.html

10 （株）髙島屋　 玉川店 〒158-0094 世田谷区玉川３丁目１７番１号 03-3709-3111 http://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/index.html
5 （株）東急百貨店 （本社） 〒150-8019 渋谷区道玄坂２丁目２４番１号 03-3477-3111 http://www.tokyu-dept.co.jp/honten/

11 （株）東急百貨店 渋谷東急フードショー 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ 1階・地下1階／しぶちか 03-3477-3111 https://www.tokyu-dept.co.jp/shibuya_foodshow/
12 〒150-8509 渋谷区渋谷２丁目２１番１号 03-3461-1090 http://www.tokyu-dept.co.jp/shinqs/
13 （株）東急百貨店　 二子玉川東急フードショー 〒158-0094 世田谷区玉川２丁目２１番１号　二子玉川ライズ・ショッピングセンター地下１階 03-6805-7111 http://www.tokyu-dept.co.jp/futakotamagawa/
14 6 （株）東武百貨店 （本社、池袋店） 〒171-8512 豊島区西池袋１丁目１番２５号 03-3981-2211 http://www.tobu-dept.jp/
15 （株）阪急阪神百貨店　 阪急メンズ東京 〒100-8488 千代田区有楽町２丁目５番１号 03-3575-2233 http://www.hankyu-dept.co.jp/yurakucho/
16 7 （株）松屋 （本社、銀座本店） 〒104-8130 中央区銀座３丁目６番１号 03-3567-1211 https://www.matsuya.com/ginza/
17 （株）松屋　 浅草支店 〒111-0033 台東区花川戸１丁目４番１号 03-3842-1111 https://www.matsuya.com/asakusa/
18 8 （株）三越伊勢丹 （伊勢丹新宿本店） 〒160-0022 新宿区新宿３丁目１４番１号 03-3352-1111 https://www.mistore.jp/store/shinjuku.html
19 　 （株）三越伊勢丹 三越日本橋本店 〒103-8001 中央区日本橋室町１丁目４番１号 03-3241-3311 http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?EcLogicName=storeinfo.storetopInfo&tenpoCd=10
20 （株）三越伊勢丹　 三越銀座店 〒104-8212 中央区銀座４丁目６番１６号 03-3562-1111 https://mitsukoshi.mistore.jp/store/ginza/index.html 
21 （株）東急百貨店　 吉祥寺店 〒180-8519 武蔵野市吉祥寺本町２丁目３番１号 0422-21-5111 http://www.tokyu-dept.co.jp/kichijouji/index.html
22 （株）三越伊勢丹　 伊勢丹立川店 〒190-0012 立川市曙町２丁目５番１号 042-525-1111 http://isetan.mistore.jp/store/tachikawa/index.html

9 ジェイアール東日本商業開発（株） （本社）※ 〒190-8554 立川市柴崎町３丁目２番１号 042-540-2111 　
23 ジェイアール東日本商業開発（株） グランデュオ立川 〒190-8554 立川市柴崎町３丁目２番1号 042-540-2111 https://www.granduo.jp/tachikawa/ 
24 （株）小田急百貨店　 町田店 〒194-8550 町田市原町田６丁目１２番２０号 042-727-1111 http://www.odakyu-dept.co.jp/machida/
25 （株）京王百貨店　 聖蹟桜ヶ丘店 〒206-0011 多摩市関戸１丁目１０番１号 042-337-2111 https://www.keionet.com/info/seisekisakuragaoka/
26 10 （株）京急百貨店 〒233-8556 横浜市港南区上大岡西1丁目６番１号 045-848-1111 http://www.keikyu-depart.com/keikyu-depart/index01.html
27 （株）そごう・西武　 西武東戸塚店 〒244-8530 横浜市戸塚区品濃町537番地1 045-827-0111 https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/
28 （株）そごう・西武　 そごう横浜店 〒220-8510 横浜市西区高島２丁目１８番１号 045-465-2111 https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/
29 （株）髙島屋　 横浜店 〒220-8601 横浜市西区南幸1丁目６番３１号 045-311-5111 http://www.takashimaya.co.jp/yokohama/index.html
30 （株）東急百貨店 たまプラーザ店 〒225-0002 横浜市青葉区美しが丘１丁目7番地 045-903-2211 http://www.tokyu-dept.co.jp/tama-plaza/index.html
31 （株）東急百貨店　 日吉店avenue 〒223-0061 横浜市港北区日吉２丁目１番１号 045-560-1511 http://www.tokyu-dept.co.jp/hiyoshi/index.html
32 （株）阪急阪神百貨店　 都筑阪急 〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１丁目３１ｰ１－１ 045-914-1111 https://website.hankyu-dept.co.jp/tsuzuki/

　 11 （株）さいか屋 （本部）※ 〒238-8501 横須賀市大滝町１丁目１３番地　横須賀店内6階 046-845-6814 http://www.saikaya.co.jp/
33 （株）さいか屋　 横須賀店 〒238-8501 横須賀市大滝町１丁目１３番地 046-823-1234 http://www.saikaya.co.jp/yokosuka

渋谷ヒカリエShinQs（シンクス）
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店舗数 社数 社名 店名 郵便番号 会社住所 電話番号 ホームページアドレス
34 （株）小田急百貨店 藤沢店 〒251-8570 藤沢市南藤沢２１番１号 0466-26-6111 http://www.odakyu-dept.co.jp/fujisawa/
35 （株）さいか屋  藤沢店 〒251-8558 藤沢市藤沢５５５番地 0466-27-1111 http://www.saikaya.co.jp/fujisawa
36 （株）そごう・西武　 そごう大宮店 〒330-9530 さいたま市大宮区桜木町１丁目６番地２ 048-646-2111 https://www.sogo-seibu.jp/omiya/
37 （株）髙島屋　 大宮店 〒330-8511 さいたま市大宮区大門町１丁目３２番地 048-643-1111 http://www.takashimaya.co.jp/omiya/index.html
38 （株）三越伊勢丹　 伊勢丹浦和店 〒336-0063 さいたま市浦和区高砂１丁目１５番１号 048-834-1111 http://isetan.mistore.jp/store/urawa/index.html
39 12 （株）丸広百貨店 （本部、川越店） 〒350-8511 川越市新富町２丁目６番地１ 049-224-1111 http://www.maruhiro.co.jp/shops/top/kawagoe
40 （株）丸広百貨店　 飯能店 〒357-0025 飯能市栄町２４番地４ 042-973-1111 http://www.maruhiro.co.jp/shops/top/hannou
41 （株）丸広百貨店　 東松山店 〒355-0016 東松山市材木町１９番３０号 0493-23-1111 http://www.maruhiro.co.jp/shops/top/higashimatsuyama
42 13 （株）八木橋 〒360-8502 熊谷市仲町７４番地 048-523-1111 http://www.yagihashi.co.jp/
43 （株）そごう・西武　 西武所沢店 〒359-1198 所沢市日吉町１２番１号 04-2927-0111 https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/
44 （株）丸広百貨店 入間店 〒358-0003 入間市豊岡１丁目６番１２号 04-2963-1111 http://www.maruhiro.co.jp/shops/top/iruma
45 （株）丸広百貨店　 上尾店 〒362-0036 上尾市宮本町１番１号 048-777-1111 http://www.maruhiro.co.jp/shops/top/ageo
46 14 （株）水戸京成百貨店 〒310-0026 水戸市泉町１丁目６番１号 029-231-1111 http://www.mitokeisei.co.jp/
47 15 （株）東武宇都宮百貨店 〒320-8560 宇都宮市宮園町５番４号 028-636-2211 http://www.tobu-u-dept.jp/
48 （株）東武宇都宮百貨店 大田原店 〒324-0047 大田原市美原１丁目３５３７番２号 0287-20-2211 http://www.tobu-ohtawara.jp/
49 （株）東武宇都宮百貨店 栃木店 〒328-0015 栃木市万町９番２５号 0282-24-2211 https://www.tobu-u-dept.jp/tochigi
50 （株）スズラン 高崎店 〒370-8555 高崎市宮元町１３番地の１ 027-326-1111 http://www.suzuran-dpt.co.jp/takasaki/index.html
51 16 （株）高崎髙島屋 〒370-8565 高崎市旭町４５番地 027-327-1111 http://www.takashimaya.co.jp/takasaki/index.html

17 （株）スズラン （本社）※ 〒371-0023 前橋市本町２丁目３番１７号　本社事務所   027-221-1135 http://www.suzuran-dpt.co.jp/
52 （株）スズラン　 前橋店 〒371-8556 前橋市千代田町２丁目１２番３号 027-233-1111 http://www.suzuran-dpt.co.jp/maebashi/index.html
53 （株）そごう・西武　 そごう千葉店 〒260-8557 千葉市中央区新町１０００番地 043-245-2111 https://www.sogo-seibu.jp/chiba/
54 （株）東武百貨店　 船橋店 〒273-8567 船橋市本町７丁目１番１号 047-425-2211 http://www.tobu-dept.jp/funabashi/
55 （株）髙島屋　 柏店 〒277-8666 柏市末広町３番１６号 04-7144-1111 http://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/index.html
56 18 （株）新潟三越伊勢丹 （新潟伊勢丹） 〒950-8589 新潟市中央区八千代１丁目６番１号 025-242-1111 http://isetan.mistore.jp/store/niigata/index.html
57 19 （株）岡島 〒400-8660 甲府市丸の内１丁目１６番２０号 055-231-0500 http://www.okajima.co.jp/
58 20 （株）ながの東急百貨店 　 〒380-8539 長野市南千歳１丁目１番地１ 026-226-8181 http://www.nagano-tokyu.co.jp/
59 21 （株）井上 （本社、本店） 〒390-8507 松本市深志２丁目３番１号 0263-33-1150 http://www.inouedp.co.jp/
60 （株）井上　 アイシティ２１店 〒390-1301 東筑摩郡山形村７９７７ 0263-98-4521 http://www.inouedp.co.jp/icity/floor.html 
61 22 （株）静岡伊勢丹 〒420-0031 静岡市葵区呉服町１丁目７番地 054-251-2211 http://isetan.mistore.jp/store/shizuoka/index.html
62 （株）大丸松坂屋百貨店 松坂屋　静岡店 〒420-8560 静岡市葵区御幸町１０番地の２ 054-254-1111 http://www.matsuzakaya.co.jp/shizuoka/index.html
63 23 （株）遠鉄百貨店 〒430-8588 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 053-457-0001 http://www.endepa.com/
63 23 　関東地区　23社63店舗

【中部】
1 （株）近鉄百貨店　 名古屋店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅1丁目２番２号 052-582-3411 https://www.passe.co.jp/
2 1 （株）ジェイアール東海髙島屋 〒450-6001 名古屋市中村区名駅１丁目１番４号 052-566-1101 http://www.jr-takashimaya.co.jp/index.html
3 　 （株）大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 〒460-8430 名古屋市中区栄３丁目１６番１号 052-251-1111 https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/
4 2 （株）名古屋三越 （栄店） 〒460-8669 名古屋市中区栄３丁目５番１号 052-252-1111 http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?EcLogicName=storeinfo.storetopInfo&tenpoCd=81
5 （株）名古屋三越 星ヶ丘店 〒464-8661 名古屋市千種区星が丘元町１４番１４号 052-783-1111 http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?EcLogicName=storeinfo.storetopInfo&tenpoCd=86

　 3 （株）丸榮 〒460-0003 名古屋市中区錦３丁目２３番地１８号ニューサカエビル４階（事務所） 052-746-9794（窓口） http://www.maruei.ne.jp/
6 4 （株）名鉄百貨店 （本店） 〒450-8505 名古屋市中村区名駅１丁目２番１号 052-585-1111 http://www.e-meitetsu.com/mds/index.html
7 （株）名鉄百貨店　 一宮店 〒491-8585 一宮市新生１丁目１番１号 0586-46-7111 http://www.e-meitetsu.com/mds/ichinomiya/
8 5 （株）津松菱 〒514-0028 津市東丸之内４番１０号 059-228-1311 http://www.tsu-matsubishi.co.jp/index.php
9  （株）近鉄百貨店 四日市店 〒510-8585 四日市市諏訪栄町７番３４号 059-353-5151 http://www.d-kintetsu.co.jp/store/yokkaichi/

10 6 （株）岐阜髙島屋 〒500-8525 岐阜市日ノ出町２丁目２５番地 058-264-1101 http://www.takashimaya.co.jp/gifu/index.html
11 （株）大和　 富山店 〒930-8505 富山市総曲輪３丁目８番６号 076-424-1111 http://www.daiwa-dp.co.jp/toyama/
12 7 （株）金沢丸越百貨店 〒920-0855 金沢市武蔵町１５番１号 076-260-1111 https://www.kmza.jp/

8 （株）大和 （本社）※ 〒920-8561 金沢市片町２丁目２番５号 076-220-1111 http://www.daiwa-dp.co.jp/　
13 （株）大和　 香林坊店 〒920-8550 金沢市香林坊１丁目１番１号 076-220-1111 http://www.daiwa-dp.co.jp/kohrinbo/
13 8 　中部地区　8社13店舗

【近畿】
1 1 （株）近鉄百貨店 （本社、本店） 〒545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目１番４３号 06-6624-1111 http://www.d-kintetsu.co.jp
2 （株）近鉄百貨店　 上本町店 〒543-8543 大阪市天王寺区上本町６丁目１番５５号 06-6775-1111 http://www.d-kintetsu.co.jp/store/uehonmachi/
3 （株）京阪百貨店　 京橋店　 〒534-0024 大阪市都島区東野田町2丁目1番38号 06-6355-1313 http://www.keihan-dept.co.jp/mall-kyobashi/
4 　 （株）大丸松坂屋百貨店 大丸大阪・心斎橋店 〒542-8501 大阪市中央区心斎橋筋1丁目７番１号 06-6271-1231 http://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/index.html
5 （株）大丸松坂屋百貨店 大丸大阪・梅田店 〒530-8202 大阪市北区梅田３丁目１番１号 06-6343-1231 http://www.daimaru.co.jp/umedamise/index.html
6 2 （株）髙島屋 （本社、大阪店） 〒542-8510 大阪市中央区難波５丁目１番５号 06-6631-1101 http://www.takashimaya.co.jp/osaka/index.html
7 3 （株）阪急阪神百貨店 (本社、阪急本店） 〒530-8350 大阪市北区角田町８番７号 06-6361-1381 http://www.hankyu-dept.co.jp/honten/index.html
8 （株）阪急阪神百貨店 阪神梅田本店 〒530-8224 大阪市北区梅田１丁目１３番１３号 06-6345-1201 http://www.hanshin-dept.jp/
9 （株）近鉄百貨店　 東大阪店 〒577-0056 東大阪市長堂1丁目１番１号 06-6783-1111 http://www.d-kintetsu.co.jp/store/higashiosaka/index.html

10 （株）京阪百貨店　 くずは店 〒573-1121 枚方市楠葉花園町15番1号 072-836-1313 http://www.keihan-dept.co.jp/kuzuha-mall/
11 （株）京阪百貨店　 ひらかた店 〒573-0032 枚方市岡東町１９番１９号 072-846-1313 http://www.keihan-dept.co.jp/hirakata/
12 （株）阪急阪神百貨店 高槻阪急 〒569-1196 高槻市白梅町４番１号 072-683-0111 https://website.hankyu-dept.co.jp/takatsuki/
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店舗数 社数 社名 店名 郵便番号 会社住所 電話番号 ホームページアドレス
13 （株）大丸松坂屋百貨店 松坂屋高槻店 〒569-8522 高槻市紺屋町２番１号 072-682-1111 http://www.matsuzakaya.co.jp/takatsuki/index.html
14 （株）髙島屋　 堺店 〒590-0028 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９番地 072-238-1101 http://www.takashimaya.co.jp/sakai/index.html
15 （株）髙島屋　 泉北店 〒590-0115 堺市南区茶山台１－３－１ 072-293-1101 http://www.takashimaya.co.jp/senboku/index.html
16 （株）阪急阪神百貨店　 千里阪急 〒565-8550 豊中市新千里東町１丁目５番１号 06-6831-1221 http://www.hankyu-dept.co.jp/senri/index.html
17 4 （株）京阪百貨店 （本社、守口店） 〒570-8558 守口市河原町８番３号 06-6994-1313 http://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/
18 （株）京阪百貨店　 すみのどう店 〒574-0046 大東市赤井１丁目４番１号 072-873-1313 http://www.keihan-dept.co.jp/suminodo/
19 5 （株）ジェイアール西日本伊勢丹 〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町 075-352-1111 http://kyoto.wjr-isetan.co.jp/
20 （株）大丸松坂屋百貨店 大丸京都店 〒600-8511 京都市下京区四条通高倉西入立売西町７９番地 075-211-8111 http://www.daimaru.co.jp/kyoto/
21 （株）髙島屋　 京都店 〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町５２番地 075-221-8811 http://www.takashimaya.co.jp/kyoto/index.html
22 （株）髙島屋　 洛西店 〒610-1143 京都市西京区大原野東境谷町２丁目５番地の５ 075-332-1111 http://www.takashimaya.co.jp/rakusai/index.html
23 6 （株）藤井大丸 〒600-8031 京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町６０５番地 075-221-8181 http://www.fujiidaimaru.co.jp
24 （株）近鉄百貨店 草津店 〒525-8515 草津市渋川１丁目１番５０号 077-564-1111 http://www.d-kintetsu.co.jp/store/kusatsu/
25 （株）近鉄百貨店　 奈良店 〒631-8511 奈良市西大寺東町２丁目４番１号 0742-33-1111 http://www.d-kintetsu.co.jp/store/nara/index.html
26 （株）近鉄百貨店　 橿原店 〒634-8511 橿原市北八木町３丁目６５番地の１１ 0744-25-1111 http://www.d-kintetsu.co.jp/store/kashihara/index.html
27 （株）近鉄百貨店　 生駒店 〒630-0298 生駒市谷田町１６００番地 0743-74-5511 http://www.d-kintetsu.co.jp/store/ikoma/index.html
28 （株）阪急阪神百貨店 神戸阪急 〒651-8511 神戸市中央区小野柄通８丁目１番８号 078-221-4181 https://www.hankyu-dept.co.jp/kobe/
29 （株）大丸松坂屋百貨店 大丸神戸店 〒650-0037 神戸市中央区明石町４０番地 078-331-8121 http://www.daimaru.co.jp/kobe/index.html
30 （株）大丸松坂屋百貨店 大丸須磨店 〒654-0154 神戸市須磨区中落合２丁目２番４号 078-791-3111 http://www.daimaru.co.jp/suma/index.html
31 （株）阪急阪神百貨店　 阪神・御影 〒658-0054 神戸市東灘区御影中町３丁目２番１号 078-330-8000 http://www.hanshin-dept.jp/dept/d_mikage.html
32 7 （株）山陽百貨店 〒670-0912 姫路市南町１番地 079-223-1231 https://www.sanyo-dp.co.jp/
33 （株）阪急阪神百貨店　 川西阪急 〒666-0033 川西市栄町２６番１号 072-757-1231 http://www.hankyu-dept.co.jp/kawanishi/index.html
34 8 （株）加古川ヤマトヤシキ　 加古川店 〒675-8505 加古川市加古川町篠原町２１－８ 079-425-1221 http://www.yamatoyashiki.co.jp/k_index.html 
35 （株）阪急阪神百貨店　 宝塚阪急 〒665-0845 宝塚市栄町２丁目１ 番１号 0797-81-1233 http://www.hankyu-dept.co.jp/takarazuka/index.html
36 （株）大丸松坂屋百貨店 大丸芦屋店 〒659-0093 芦屋市船戸町１番３１号 0797-34-2111 http://www.daimaru.co.jp/ashiya/index.html
37 （株）阪急阪神百貨店 阪神・にしのみや 〒662-0973 西宮市田中町１番２６号 0798-37-1124 http://www.hanshin-dept.jp/dept/d_nishinomiya.html
38 （株）阪急阪神百貨店 西宮阪急 〒663-8204 西宮市高松町１４－１ 0798-62-1381 http://www.hankyu-dept.co.jp/nishinomiya/
39 （株）阪急阪神百貨店 あまがさき阪神 〒661-0976 尼崎市潮江１－３－１ 06-6498-9500 http://www.hanshin-dept.jp/dept/d_amagasaki.html
40  （株）近鉄百貨店 和歌山店 〒640-8546 和歌山市友田町５－１８ 073-433-1122 http://www.d-kintetsu.co.jp/store/wakayama/index.html
41 （株）そごう・西武　 西武福井店 〒910-8582 福井市中央1丁目８番１号 0776-27-0111 https://www.sogo-seibu.jp/fukui/
41 8 　近畿地区　8社41店舗

【中国四国】
1 1 （株）丸由 〒680-8601 鳥取市今町２丁目１５１番地 0857-25-2111 https://oyou.co.jp/
2 2 （株）米子しんまち天満屋 〒683-8510 米子市西福原２丁目１番１０号 0859-35-1111 http://www.tenmaya.co.jp/yonago/index.html
3 3 （株）米子髙島屋　 〒683-0812 米子市角盤町1丁目３０番地 0859-22-1111 http://www.takashimaya.co.jp/yonago/index.html
4 4 （株）岡山髙島屋　 〒700-8520 岡山市北区本町６番４０号 086-232-1111 http://www.takashimaya.co.jp/okayama/index.html
5 5 （株）天満屋 （本社、岡山本店） 〒700-8625 岡山市北区表町２丁目１番１号 086-231-7111 http://www.tenmaya.co.jp/
6 （株）天満屋 倉敷店 〒710-8550 倉敷市阿知１丁目７番１号 086-426-2111 http://www.tenmaya.co.jp/kurashiki/index.html
7 （株）天満屋　 津山店 〒708-8519 津山市新魚町１７番地 0868-31-2111 http://www.tenmaya.co.jp/tsuyama/index.html
8 （株）そごう・西武　 そごう広島店 〒730-8501 広島市中区基町６番２７号 082-225-2111 https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/
9 6 （株）広島三越　 　 〒730-8545 広島市中区胡町５番１号 082-242-3111 http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?EcLogicName=storeinfo.storetopInfo&tenpoCd=20

10 7 （株）福屋 八丁堀本店 〒730-8548 広島市中区胡町６番２６号 082-246-6111 http://www.fukuya-dept.co.jp/honten/
11 （株）福屋　 五日市福屋 〒731-5125 広島市佐伯区五日市駅前１丁目４-５ 082-925-0300 https://www.fukuya-dept.co.jp/store/?id=5
12 （株）福屋　 広島駅前店 〒732-8511 広島市南区松原町９－１ 082-568-3111 http://www.fukuya-dept.co.jp/ekimae/
13 （株）天満屋　 福山店 〒720-8636 福山市元町１番１号 084-927-2111 http://www.tenmaya.co.jp/fukuyama/index.html
14 （株）天満屋　 福山ポートプラザ店 〒720-0801 福山市入船町３丁目１番２５号 084-971-1000 http://www.tenmaya.co.jp/portplaza/index.html
15 （株）福屋　 尾道福屋 〒722-0036 尾道市東御所町１－１０ 0848-21-1500 https://www.fukuya-dept.co.jp/store/?id=6
16 8 （株）一畑百貨店 　 〒690-8555 松江市朝日町６６１番地 0852-55-2500 http://www.ichibata.co.jp/dept/
17 　 （株）大丸松坂屋百貨店 大丸下関店 〒750-0025 下関市竹崎町４丁目４ 番１０号 083-232-1111 https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/
18 9 （株）山口井筒屋 〒753-0086 山口市中市町３番３号 083-902-1111 http://www.izutsuya.co.jp/storelist/yamaguchi/index.html
19 10 （株）高松三越　 　 〒760-8639 高松市内町７番１号 087-851-5151 http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?EcLogicName=storeinfo.storetopInfo&tenpoCd=16
20 11 （株）伊予鉄髙島屋 〒790-8587 松山市湊町５丁目１番地１ 089-948-2111 https://www.iyotetsu-takashimaya.co.jp
21 12 （株）松山三越 　 〒790-8532 松山市一番町３丁目１番地１ 089-945-3111 http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?EcLogicName=storeinfo.storetopInfo&tenpoCd=17
22 13 （株）高知大丸 〒780-8566 高知市帯屋町１丁目６番１号 088-822-5111 http://www.kochi-daimaru.co.jp/#
22 13 　中国四国地区　13社22店舗

【九州】
1 1 （株）岩田屋三越 （岩田屋本店） 〒810-8680 福岡市中央区天神２丁目５番３５号 092-721-1111 http://www.i.iwataya-mitsukoshi.co.jp/index.html
2 　 （株）岩田屋三越 福岡三越店 〒810-8544 福岡市中央区天神２丁目１番１号 092-724-3111 http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?EcLogicName=storeinfo.storetopInfo&tenpoCd=87
3 2 （株）博多大丸 （福岡天神店） 〒810-8717 福岡市中央区天神１丁目４番１号 092-712-8181 http://www.daimaru.co.jp/fukuoka/
4 （株）阪急阪神百貨店 博多阪急 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号 092-461-1381 http://www.hankyu-dept.co.jp/hakata/index.html
5 3 （株）井筒屋 （本社、本店） 〒802-8511 北九州市小倉北区船場町１番１号 093-522-3111 http://www.izutsuya.co.jp/
6 （株）岩田屋三越 岩田屋久留米店 〒830-8510 久留米市天神町1丁目１番 0942-35-7111 https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/iwataya/kurume.html
7 4 （株）佐賀玉屋 〒840-8580 佐賀市中の小路２番５号 0952-24-1151 http://www.saga-tamaya.co.jp/
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店舗数 社数 社名 店名 郵便番号 会社住所 電話番号 ホームページアドレス
8 5 （株）浜屋百貨店 〒850-8510 長崎市浜町７番１１号 095-824-3221 https://nagasaki-hamaya.jp/
9 6 （株）佐世保玉屋 〒857-8588 佐世保市栄町２番１号 0956-23-8181 http://www.sasebo-tamaya.co.jp/

10 7 （株）鶴屋百貨店 〒860-8586 熊本市中央区手取本町６番１号 096-356-2111 http://www.tsuruya-dept.co.jp/index.html
11 8 （株）トキハ （本社、本店） 〒870-8688 大分市府内町２丁目１番４号 097-538-1111 http://www.tokiwa-dept.co.jp/
12 （株）トキハ　 わさだタウン 〒870-1198 大分市大字玉沢７５５番地の１ 097-586-1111 http://www.tokiwa-dept.co.jp/wasadatown/
13 （株）トキハ　 別府店 〒874-8558 別府市北浜２丁目９番１号 0977-23-1111 http://www.tokiwa-dept.co.jp/beppu/
14 9 （株）宮崎山形屋 〒880-8602 宮崎市橘通東３丁目４番１２号 0985-31-3111 http://www.yamakataya.co.jp/shop/miyazaki
15 10 （株）山形屋 〒892-8601 鹿児島市金生町３番１号 099-227-6111 http://www.yamakataya.co.jp/
16 11 （株）リウボウインダストリー 〒900-0015 那覇市久茂地１丁目１番１号 098-867-1171 http://ryubo.jp/
16 11 　九州地区　11社16店舗

171 72 　全国　72社171店舗（2023年3月20日）
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