
2019年7月22日現在

地区 都道府県 社名・店名 出演予定日 出演芸人

1 北海道 北海道 ㈱函館丸井今井 7/27(土) しろっぷ

2 宮城県 ㈱藤崎 7/26(金) バクコメ

3 秋田県 ㈱そごう・西武　西武秋田店 7/28(日) ちぇす

4
ジェイアール東日本商業開発（株） 

グランデュオ蒲田
7/26(金) 蓮華

5 ㈱髙島屋 新宿店 7/26(金) ゆったり感

6 ㈱東武百貨店 池袋店 7/26(金) スカチャン

7 ㈱松屋 銀座本店 7/27(土) ヨッシャ比留間・ウッチィ

8 ㈱三越伊勢丹 伊勢丹立川店 7/27(土) スカチャン

9 ㈱髙島屋 横浜店 7/27(土) まんぷくユナイテッド

10 ㈱京急百貨店 7/27(土) ギャラクシー

11 ㈱さいか屋 横須賀店 7/27(土) フルフロンタル

12 ㈱さいか屋 藤沢店 7/28(日) ジャンゴ

13 ㈱そごう・西武　そごう大宮店 7/27(土) 北条ふとし

14 ㈱丸広百貨店 川越店 7/27(土) イチキップリン

15 ㈱八木橋 7/28(日)
イチキップリン

佐助

16 ㈱そごう・西武　西武所沢店 7/27(土) 天狗

17 茨城県 ㈱水戸京成百貨店 7/26(金) オスペンギン

18 栃木県 ㈱東武宇都宮百貨店 7/27(土)
ベリー大坪

上原チョー

19 群馬県 ㈱高崎髙島屋 7/26(金) アンカンミンカン

2019年 百貨店プレミアム サマー バザール　「よしもと住みます芸人」派遣店舗リスト

※日程、出演者等は、変更となる場合がございます。

※詳細は各店舗へお問い合わせください。
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https://www.maruiimai.mistore.jp/hakodate.html
http://www.fujisaki.co.jp/
https://www.sogo-seibu.jp/akita/
https://www.granduo.jp/kamata/
https://www.granduo.jp/kamata/
https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/
http://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/
http://www.matsuya.com/m_ginza/
https://isetan.mistore.jp/store/tachikawa/
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/
https://www.keikyu-depart.com/kqdep/index.html
https://www.saikaya.co.jp/yokosuka/
https://www.saikaya.co.jp/fujisawa/
https://www.sogo-seibu.jp/omiya/
http://www.maruhiro.co.jp/shops/top/kawagoe/
http://www.yagihashi.co.jp/
https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/
http://www.mitokeisei.co.jp/
http://www.tobu-u-dept.jp/
https://www.takashimaya.co.jp/takasaki/
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20 千葉県 ㈱そごう・西武　そごう千葉店 7/26(金) もぐもぐピーナッツ

21 ㈱ながの東急百貨店 7/26(金) こてつ

22 ㈱井上 アイシティ21店 7/26(金) こてつ

23 ㈱静岡伊勢丹 7/27(土) いぬ

24 ㈱大丸松坂屋百貨店 松坂屋静岡店 7/26(金) ちゅ～りっぷ

25 愛知県 ㈱名古屋三越 栄店 7/28(日) シンポジウムR

26 富山県 ㈱大和 富山店 7/27(土) フィッシュ＆チップス

27 ㈱大和 香林坊店 7/27(土) ぶんぶんボウル

28 ㈱金沢名鉄丸越百貨店 7/28(日) 月亭方気

29 ㈱阪急阪神百貨店 阪神梅田本店 7/26(金) 山田スタジアム

30 ㈱京阪百貨店 守口店 7/28㈰ span!

31 京都府 ㈱大丸松坂屋百貨店 大丸京都店 7/26(金) モンブラン

32 ㈱そごう・西武　西武大津店 7/27(土) ファミリーレストラン

33 ㈱近鉄百貨店 草津店 7/26(金)
ファミリーレストラン しもばや

し・ヒューマン中村

34 兵庫県 ㈱そごう・西武　そごう西神店 7/26(金) モンスーン

35 和歌山県 ㈱近鉄百貨店 和歌山店 7/26(金) わんだーらんど

36 福井県 ㈱そごう・西武　西武福井店 7/27(土) モグモグパクパク

37 広島県 ㈱福屋 広島駅前店 7/26(金) クレメンス

38 徳島県 ㈱そごう・西武 そごう徳島店 7/26(金) みっとしー
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https://www.sogo-seibu.jp/chiba/
https://www.nagano-tokyu.co.jp/
http://www.inouedp.co.jp/icity/
https://isetan.mistore.jp/store/shizuoka/
https://www.matsuzakaya.co.jp/shizuoka/
https://mitsukoshi.mistore.jp/store/nagoya/
http://www.daiwa-dp.co.jp/toyama/
http://www.daiwa-dp.co.jp/kohrinbo/
http://www.meitetsumza.com/
http://www.hanshin-dept.jp/
https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/
https://www.daimaru.co.jp/kyoto/
https://www.sogo-seibu.jp/otsu/
https://www.d-kintetsu.co.jp/store/kusatsu/
https://www.sogo-seibu.jp/seishin/
https://www.d-kintetsu.co.jp/store/wakayama/
https://www.sogo-seibu.jp/fukui/
http://www.fukuya-dept.co.jp/ekimae/
https://www.sogo-seibu.jp/tokushima/
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39 ㈱井筒屋 本店 7/28(日) ぶんぶん丸

40 ㈱博多大丸 福岡天神店 7/27(土) マサル

41 大分県 ㈱トキハ 本店 7/27(土) 野良レンジャー

42 宮崎県 ㈱宮崎山形屋 7/26(金) チキンナンゴー

43 鹿児島県 ㈱山形屋 7/28(日) パイナップルつばさ

九州

福岡県
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http://www.izutsuya.co.jp/
https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/
http://www.tokiwa-dept.co.jp/
https://www.yamakataya.co.jp/miyazaki/
https://www.yamakataya.co.jp/

