
店名 販売エリア 備考 住所 電話番号

くるピタガール
エレガントシック
1KR0544C

才高　ネット販売店舗名（ペンポート） 中部エリア 富山県高岡市問屋町５４ 0766-22-7115 ○

はりま産業 近畿エリア 兵庫県たつの市黍田５０−１ 0791(72)2270 ○

うすい百貨店 東北エリア 福島県郡山市中町１３−１ 0249(32)0001 ○

ユニーアピタ松任店 中部エリア 4/30～5/10     8/20～8/30 石川県白山市幸明町２８０番地 076(274)6611 ○

ユニーアピタ富山東店 中部エリア 4/9～4/19    8/8～8/16 富山県富山市上富居３１０−１ 0764(52)3311 ○

ユニーアピタ福井大和田店 中部エリア 6/11～6/21     9/10～4月まで 福井県福井市大和田町３２ー２３ 0776(57)2211 ○

ユニーアピタ向山店 中部エリア 5/21～6/7     9/20～4月まで 愛知県豊橋市向山町中畑１−１ 0532(56)6400 ○

ユニーアピタ一宮店 中部エリア 6/4～6/14     8/20～4月まで 愛知県一宮市両郷町１−６ 0586(71)1211 ○

ユニーアピタ西尾店 中部エリア 4/30～5/10     8/6～8/16 愛知県西尾市高畠町３丁目２３−９ 0563-57-3211 ○

ユニーピアゴ新城店 中部エリア 7/23～8/2 愛知県新城市字的場２５−１１ 0536-23-3111 ○

ユニーアピタ飯田店 中部エリア 6/4～6/14     8/20～8/30 長野県飯田市鼎名古熊２４６１ 0265(53)8111 ○

ユニーアピタ稲沢店 中部エリア 5/28～6/7     8/6～4月まで 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 0587-24-9211 ○

ユニーアピタ名古屋北店 中部エリア 7/23～8/2 愛知県名古屋市北区辻町９−１ 052-917-8111 ○

ユニーアピタ知立店 中部エリア 4/30～5/10     9/20～4月まで 愛知県知立市長篠町大山１８番地 0566-85-3611 ○

ユニーアピタ阿久比店 中部エリア 4/29～5/10　　7/2～7/12   9/20～4月まで 愛知県知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉１番１２ 0569-48-7911 ○

ユニーアピタ長久手店 中部エリア 5/14～5/24     7/30～4月まで 愛知県愛知郡長久手町戸田谷９０１ー１ 0561(63)6777 ○

ユニーアピタ岡崎北店 中部エリア 6/5～6/14     8/6～8/16     9/20～4月まで 愛知県岡崎市日名北町４番地４６ 0564-26-6311 ○

ユニーアピタ鳴海店 中部エリア 7/30～8/9 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山３-９ 052(892)2411 ○

ユニーアピタ安城南店 中部エリア 5/7～5/17     9/3～9/13 愛知県安城市桜井町貝戸尻６０ 0566(99)6911 ○

ユニーアピタ大垣店 中部エリア 6/4～6/14     8/20～8/30 岐阜県大垣市林町６-８０-２１ 0584-83-1311 ○

ユニーアピタ御嵩店 中部エリア 4/23～5/3     8/20～4月まで 岐阜県可児郡御嵩町上恵土字西畑１０５２番１ 0574-67-6777 ○

ユニーアピタ島田店 中部エリア 5/29～6/7     8/6～8/16   9/20～4月まで 静岡県島田市宝来町８−２ 0547(33)0811 ○

ユニーアピタ浜北店 中部エリア 6/5～6/14     8/20～4月まで 静岡県浜松市浜北区貴布祢１２００番地 053(584)6611 ○

ユニーアピタ静岡店 中部エリア 4/24～5/6       8/6～8/16 静岡県静岡市駿河区石田１-５-１ 054(654)4600 ○

ユニーアピタ双葉店 中部エリア 5/15～5/24     8/27～9/6 山梨県甲斐市志田字柿木６４５-１ 0551-30-7111 ○

ユニーアピタ足利店 関東エリア 5/14～5/24    8/6～8/16 栃木県足利市朝倉町２４５ 0284(72)8811 ○

ユニーアピタ新潟亀田店 中部エリア 5/14～6/7     7/9～7/19    9/10～9/20 新潟県新潟市鵜ノ子４ー４６６ 025(383)3211 ○

ユニーアピタ木更津店 関東エリア 8/20～8/30 千葉県木更津市ほたる野四丁目２番４８ 0438-30-5311 ○

ユニーアピタ長津田店 関東エリア 5/14～5/24      7/9～8/10     9/20～4月まで 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４-７-１ 045(989)0511 ○

ユニーアピタ前橋店 関東エリア 年間 群馬県前橋市文京町２-１-１ 027(226)8811 ○

ユニーアピタ長岡店 中部エリア 年間 新潟県長岡市千秋２-２７８ 0258(29)6111 ○

ユニーアピタ東松山店 関東エリア 年間 埼玉県東松山市あずま町４−３ピオニウォーク東松山 0493-31-0111 ○

イオン琉球南風原店 沖縄エリア 沖縄県島尻郡南風原町字高原２６４ 098-940-6100 ○

イオン琉球那覇店 沖縄エリア 沖縄県那覇市金城５ー１０ー２ 098(852)1515 ○

イオン琉球具志川店 沖縄エリア 沖縄県うるま市字前原幸崎原３０３ 098-983-6565 ○

イオン琉球イオンライカム店 沖縄エリア 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業地内４街区 098-889-5475 ○

オークワパームシティ和歌山店 近畿エリア 和歌山県和歌山市中野３１−１ 073(456)2000 ○

オークワパビリオンシティ田辺店 近畿エリア 和歌山県田辺市稲成町字新江原３１６５ 0739-26-3700 ○

オークワロマンシティ御坊店 近畿エリア 和歌山県御坊市湯川町財部１８１ 0738-32-3200 ○

オークワＳＵＣ南紀店 近畿エリア 和歌山県新宮市佐野３−１１−１９ 0735-31-3500 ○

イズミゆめタウン光の森 九州エリア 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３３番地１ 096(233)2211 ○

イズミ学園店 中国エリア 広島県東広島市西条町下見６ー２ー３２ 082(423)1361 ○

イズミゆめタウン呉店 中国エリア 広島県呉市宝町５-１０ 0823(23)9200 ○

イズミ大川店 九州エリア 福岡県大川市大字上巻字野口４３０ー１ 0944(88)3600 ○

イズミ祗園店 中国エリア 広島県広島市安佐南区西原５−１９−４４ 082(874)8111 ○

イズミ中津店 九州エリア 大分県中津市大字島田１３４ー１ 0979-23-6000 ○

イズミ長崎夢彩都店 九州エリア 長崎県長崎市元船町１０番１号 095-823-3131 ○

イズミ五日市店 中国エリア 広島県広島市佐伯区五日市５ー５ー１７ 082(923)5123 ○

イズミ安古市店 中国エリア 広島県広島市安佐南区高取北１−６−１１ 082(872)1333 ○

イズミ竹原店 中国エリア 広島県竹原市中央５丁目２−１ 08462(2)1101 ○

イズミゆめタウン倉敷店 中国エリア 岡山県倉敷市笹沖１２７４−１ 086(425)1000 ○

イズミ大牟田店 九州エリア 福岡県大牟田市旭町２ー２８ー１ 0944-53-5000 ○

イズミ南岩国店 中国エリア 山口県岩国市南岩国町１−２０−３０ 0827(32)2111 ○

イズミゆめタウン平島店 中国エリア 岡山県岡山市東区東平島１６３ 086(297)5678 ○

イズミ蔵王店 中国エリア 広島県福山市南蔵王町５丁目９−１８ 084(943)4311 ○

イズミサンピアン店 九州エリア 熊本県熊本市上南部２ー２ー２ 096-380-1125 ○

イズミ柳井店 中国エリア 山口県柳井市南町４丁目５−３ 0820(22)5511 ○

イズミ高梁店 中国エリア 岡山県高梁市落合町阿部１７００ 0866(22)7700 ○

イズミ東広島店 中国エリア 広島県東広島市西条土与丸１丁目５−７ 082(423)1111 ○

イズミ黒瀬店 中国エリア 広島県東広島市黒瀬町楢原１００ー１ 0823-82-5511 ○

イズミ松永店 中国エリア 広島県福山市柳津町１丁目５−７ 084-934-8855 ○

イズミ井原店 中国エリア 岡山県井原市下出部町２ー１１ー２ 0866-67-3300 ○

イズミ江田島店 中国エリア 広島県江田島市大柿町大字飛渡瀬１８０番地 0823-57-7000 ○

イズミゆめタウン八代店 九州エリア 熊本県八代市建馬町３−１ 0965-31-7777 ○

イズミ吉田店 中国エリア 広島県安芸高田市吉田町吉田５９４−１ 0826-42-1400 ○

イズミ久世店 中国エリア 岡山県真庭市惣字１７０ 0867-42-6201 ○

イズミ長府店 中国エリア 山口県下関市ゆめタウン１−１ 0832-48-5811 ○

イズミ新南陽店 中国エリア 山口県周南市清水２ー２ー１ 0834-62-7500 ○

イズミ山陽店 中国エリア 岡山県赤磐市下市４７３ 0869-55-2525 ○

イズミ浜田店 中国エリア 島根県浜田市港町２２７−１ 0855-23-7700 ○

イズミ益田店 中国エリア 島根県益田市高津７丁目２１−１２ 0856-23-7800 ○

イズミ斐川店 中国エリア 島根県簸川郡斐川町上直江１３０１−１ 0853-72-7900 ○

イズミ高松店 四国エリア 香川県高松市三条町６０８ー１ 087(869)7500 ○

イズミ行橋店 九州エリア 福岡県行橋市西宮市３−８−１ 0930-24-8211 ○

イズミ武雄店 九州エリア 佐賀県武雄市武雄町大字武雄４９９２ 0954-22-3000 ○

イズミ防府店 中国エリア 山口県防府市八王子２−８−８ 0835-25-1311 ○

イズミ邑久店 中国エリア 岡山県瀬戸内市邑久町尾張２６８ 0869(24)1900 ○

イズミ遠賀店 九州エリア 福岡県遠賀郡遠賀町松の本１ー１ー１ 093-293-8600 ○

イズミ筑紫野店 九州エリア 福岡県筑紫野市針摺東３−３−１ 092-924-9000 ○

イズミ宇部店１Ｆ 中国エリア 山口県宇部市黒石北３丁目４−１ 0836-44-5400 ○

イズミ山口店１Ｆ 中国エリア 山口県山口市大内御堀１３０２ー１ 083-928-9500 ○

イズミ大竹店 中国エリア 広島県大竹市晴海１−６−１ 0827(57)8000 ○

イズミゆめタウン博多店 九州エリア 福岡県福岡市東区東浜１ー１ー１ 092-641-7111 ○

イズミ八女店 九州エリア 福岡県八女市大字蒲原９８８番地外２８番 0943-23-0666 ○

イズミ宗像店 九州エリア 福岡県宗像市大田久２丁目１−１ 0940-35-6111 ○

イズミ久留米店 九州エリア 福岡県久留米市新合川１丁目２番１号 0942(45)7100 ○

イズミはません店 九州エリア 熊本県熊本市田井島１ー２ー１ 096-334-1625 ○

イズミあらお店 九州エリア 熊本県荒尾市緑ヶ丘１ー１ー１ 0968-66-1525 ○

イズミゆめタウン佐賀店 九州エリア 佐賀県佐賀市兵庫町兵庫北５丁目１４−１ 0952-33-3100 ○

イズミゆめタウン別府店 九州エリア 大分県別府市楠町３８２-７ 0977-26-3333 ○

イズミゆめタウン広島店 中国エリア 広島県広島市南区皆実町２丁目８−１７ 082-252-8000 ○

イズミゆめタウン出雲店 中国エリア 島根県出雲市大塚町６５０−１ 0853-24-0080 ○

イズミゆめタウン三豊店 四国エリア 香川県三豊市豊中町本山甲２２番 0875-62-6600 ○

イズミゆめタウン丸亀店 四国エリア 香川県丸亀市新田町１５０ 0877-21-0123 ○

イズミゆめシティー 中国エリア 山口県下関市伊倉新町三丁目１番１号 083-255-1000 ○

イズミうきは店 九州エリア 福岡県うきは市吉井町千年１５３番地 0943-76-3222 ○

イズミゆめタウン徳島店 四国エリア 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８番地の１ 088-693-0123 ○

イズミゆめタウン小野田 中国エリア 山口県山陽小野田市中川６丁目４番１号　小野田サンパーク内 0836-83-3060 ○

イズミゆめタウン玉名店 九州エリア 熊本県玉名市亀甲一三四番 0968-71-0001 ○

イズミｙｏｕｍｅマート松橋 九州エリア 熊本県宇城市松橋町松橋８７８番地１ 0964-25-2000 ○

イズミゆめタウン廿日市店 中国エリア 広島県廿日市市下平良２−２−１ 0829-34-1311 ○

イズミゆめタウン徳山店 中国エリア 山口県周南市青山町１丁目１８番地 0834-27-1136 ○

イズミ江津店 中国エリア 島根県江津市嘉久志町２３０６番地３０ 0855-54-0178 ○

イズミヤくずは店 近畿エリア 大阪府枚方市楠葉花園町１５番２号 072-856-0800 ○

イズミヤ千里丘店 近畿エリア 大阪府吹田市山田南１番１号 06-6380-7141 ○

イズミヤ和歌山店 近畿エリア 和歌山県和歌山市新生町７番２０ 073-427-0550 ○

イズミヤ八尾店 近畿エリア 大阪府八尾市沼１−１ 0729-48-3330 ○

イズミヤ西宮ガーデンズ店 近畿エリア 兵庫県西宮市高松町１４番３号 0798-68-1133 ○



ライフコーポレーション巽店 近畿エリア 大阪府大阪市生野区巽中１−２２−２ 06-6753-6161 ○

ライフコーポレーション門真店 近畿エリア 大阪府門真市島頭３丁目４−１ 0720-85-8221 ○

ライフコーポレーション太秦店 近畿エリア 京都府京都市右京区太秦安井池田町６番地 075-802-5961 ○

ライフコーポレーション南津守店 近畿エリア 大阪府大阪市西成区南津守６丁目１番７５号 06-6656-0351 ○

ベイシア神栖店 関東エリア 茨城県神栖市大野原４−８−６７ 0299(93)5111 ○

ベイシア渋川店 関東エリア 群馬県渋川市行幸田字砂田２９６ 0279(24)7411 ○

ベイシア西部モール店 関東エリア 群馬県伊勢崎市宮子町3423-15 0270（26）1110 ○

ベイシア安達店 東北エリア 福島県二本松市油井字福岡１４０ 0243-62-0266-218 ○

ベイシア鶴ヶ島店 関東エリア 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町2-5-15 049（272）4111 ○

ベイシアひだかモール店 関東エリア 埼玉県日高市大字森戸新田字藤久保８８−５ 042-984-3811(218) ○

ベイシア本庄早稲田ゲート店 関東エリア 埼玉県本庄市早稲田の杜2-1-1 0495（27）7000 ○

ベイシアおおたモール店 関東エリア 群馬県太田市飯塚町６２６−１ 0276-60-1122 ○

ベイシア前橋みなみモール店 関東エリア 群馬県前橋市新堀町８９３ 027-210-0888 ○

ベイシア那須塩原店 関東エリア 栃木県那須塩原市緑２−１１５５−１１１２−1街区 0287-21-2210 ○

サンリブ下松店 中国エリア 山口県下松市南花岡６-８-１ 0833-44-3336 ○

サンリブ阿知須店 中国エリア 山口県山口市阿知須４８２５-１ 0836-65-1000 ○

サンリブ五日市店 中国エリア 広島県広島市佐伯区八幡１-２４-１７ 082-926-0800 ○

サンリブ高須店 九州エリア 福岡県北九州市若松区高須南２-２-１ 093-741-3388 ○

サンリブ三ヶ森店 九州エリア 福岡県北九州市八幡西区三ヶ森３-９-１ 093-611-2801 ○

サンリブ古賀店 九州エリア 福岡県古賀市天神２-５-１ 092-943-0088 ○

サンリブＳくりえいと宗像 九州エリア 福岡県宗像市くりえいと１-５-１ 0940-38-0130 ○

サンリブシティ小倉店 九州エリア 福岡県北九州市小倉南区上葛原２-１４-１ 093-932-5777 ○

サンリブＳくまなん店 九州エリア 熊本県熊本市中央区平成３丁目２３−３０ 096-370-1111 ○

サンリブＳ杵築店 九州エリア 大分県杵築市大字杵築字北浜６６５−６１８ 0978-63-3232 ○

タイヨー枕崎店 九州エリア 鹿児島県枕崎市東本町１番地 0993-72-4111 ○

タイヨー伊集院店 九州エリア 鹿児島県日置市伊集院町徳重３丁目１１番１号 099-273-3121 ○

タイヨー加世田店 九州エリア 鹿児島県南さつま市加世田地頭所町２８番３号 0993-53-6566 ○

タイヨー出水店 九州エリア 鹿児島県出水市黄金町３１３−１ 0996-63-1600 ○

タイヨー和田店 九州エリア 鹿児島県鹿児島市和田一丁目３番７号 099-269-3925 ○

タイヨー花棚店 九州エリア 鹿児島県鹿児島市吉野町３６１５−１ 099-244-4345 ○

タイヨー小林店 九州エリア 宮崎県小林市大字堤３００５番１２ 0984-24-1600 ○

タイヨー隼人店 九州エリア 鹿児島県霧島市隼人町見次５４５番地 0995-43-8882 ○

タイヨー寿店 九州エリア 鹿児島県鹿屋市寿七丁目４９４番１ 0994-41-7110 ○

タイヨー永利店 九州エリア 鹿児島県薩摩川内市永利町７１２番地 0996-25-2666 ○

タイヨー新栄店 九州エリア 鹿児島県鹿児島市新栄町９番１号 099-286-3900 ○

タイヨー都城店 九州エリア 宮崎県都城市下長飯町２５６−１ 0986-39-6771 ○

タイヨー桜町店 九州エリア 宮崎県宮崎市桜町１２番地１ 0985-28-1333 ○

タイヨー浦上店 九州エリア 鹿児島県奄美市名瀬大字浦上字緑１１３３−４ 0997-57-6655 ○

マキオＡ−Ｚあくね店 九州エリア 鹿児島県阿久根市赤瀬川２２１０番地 0996-72-2500 ○

マキオＡ−Ｚかわなべ店 九州エリア 鹿児島県南九州市川辺町永田１５５１番地 0993-58-3200 ○

マキオＡ−Ｚはやと店 九州エリア 鹿児島県霧島市隼人町真考３６７７番地 0995-56-5200 ○

小松屋 九州エリア 佐賀県唐津市呉服町１８１０ 0955-72-2994 ○

バッグハウスキムラヤ 九州エリア 長崎県諫早市栄町１−１４ 0957-22-0512 ○

イズミ　下松店 中国エリア 山口県下松市中央町２１－３ 0833-45-3033 ○

イズミ　丹波店 近畿エリア 兵庫県丹波市氷上町本郷３００ 0795-82-8500 ○

イズミ　姫路店 近畿エリア 兵庫県姫路市神子岡前３－１２－１７ 079-299-1820 ○

サンリブ　本渡店 九州エリア 熊本県天草市栄町７－３４ 036-922-1515 ○

サンリブ　臼杵店 九州エリア 大分県臼杵市江無田２６６－５ 0972-64-0800 ○


