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- SHOP LIST -

店名 / Shop

店舗 / Shop Name

住所 / Address

電話 / Phone

平和堂

アル・プラザ富山

〒939-2716

富山県富山市婦中町下轡田 165 番地の 1

076-466-1800

アル・プラザ小杉

〒939-0341

富山県射水市三ヶ 2602

0766-57-8100

アル・プラザ加賀

〒922-0423

石川県加賀市作見町ル 25 番 1

0761-73-5300

アル・プラザ小松

〒923-0801

石川県小松市園町八 23 番地 1

0761-23-1211

アル・プラザ金沢

〒920-0014

石川県金沢市諸江町 30 番 1 号

076-260-1331

アル・プラザ鹿島

〒929-1721

石川県鹿島郡中能登町井田と部 1 番地 1

0767-76-2211

アル・プラザ津幡

〒929-0342

石川県河北郡津幡町北中条 1 丁目 1 番地

076-289-0800

アル・プラザ鶴見

〒503-8523

岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬 641 番地の 2

0584-75-3711

ノースウエスト店

〒503-0032

岐阜県大垣市熊野町 312 番地

0584-91-3711

大野店

〒501-0521

岐阜県揖斐郡大野町大字黒野字上柿木 12 番地の 1

0585-32-3811

高富店

〒501-2113

岐阜県山県市高木 1473 番地

0581-22-6311

東海・日野店

〒500-8212

岐阜県岐阜市日野南 6 丁目 5 番 1 号

058-248-0870

アル・プラザ敦賀

〒914-0054

福井県敦賀市白銀町 11 番 5 号

0770-23-7771

アル・プラザ武生

〒915-0071

福井県越前市府中１丁目１１番２号

0778-21-8900

アル・プラザ鯖江

〒916-0038

福井県鯖江市下河端町 16 字下町 16 番 1

0778-54-8181

アル・プラザベル

〒918-8577

福井県福井市花堂南 2 丁目 16 番 1 号

0776-35-3111

アル・プラザアミ

〒919-0413

福井県坂井市春江町随応寺第１６号１１番地

0776-51-3999

江南店

〒483-8259

愛知県江南市上奈良町栄 61 番地の 3

0587-56-8800

アル・プラザ彦根

〒522-8523

滋賀県彦根市大東町 2 番 28 号

0749-24-4111

ビバシティ平和堂

〒522-0044

滋賀県彦根市竹ヶ鼻町 43 番地の 1

0749-27-5555

愛知川店

〒529-1331

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川 58

0749-42-6200

アル・プラザ八日市

〒527-0011

滋賀県東近江市八日市浜野町 3 番 1 号

0748-24-1222

アル・プラザ野洲

〒520-2331

滋賀県野洲市小篠原 1000 番地

077-588-5500

アル・プラザ水口

〒528-0037

滋賀県甲賀市水口町本綾野 566 番地の 1

0748-62-7101

甲西中央店

〒520-3234

滋賀県湖南市中央 1 丁目 38 番地

0748-72-3222

アル・プラザ栗東

〒520-3031

滋賀県栗東市綣 2 丁目 3 番 22 号

077-551-6300

アル・プラザ守山

〒524-0012

滋賀県守山市播磨田町 185 の 1

077-581-1800

アル・プラザ草津

〒525-0025

滋賀県草津市西渋川 1 丁目 23 番 30 号

077-561-6200

くさつ平和堂

〒525-0032

滋賀県草津市大路１丁目１０番２７号

077-562-2755

アル・プラザ堅田

〒520-0242

滋賀県大津市本堅田 5 丁目 20 番 10 号

077-573-3111

坂本店

〒520-0113

滋賀県大津市坂本 7 丁目 24 番 1 号

077-578-3111

アル・プラザ瀬田

〒520-2152

滋賀県大津市月輪 1 丁目 3 番 8 号

077-543-3111

今津店

〒520-1621

滋賀県高島市今津町今津 1688 番地

0740-22-6611

あどがわ店

〒520-1212

滋賀県高島市安曇川町西万木 55 番地

0740-32-2411

アル・プラザ長浜

〒526-0845

滋賀県長浜市小堀町 450

0749-65-7700

アル・プラザ近江八幡

〒523-0893

滋賀県近江八幡市桜宮町 202-1

0748-31-2880

アル・プラザ醍醐

〒601-1375

京都府京都市伏見区醍醐高畑町 1 の 37

075-575-6100

アル・プラザ亀岡

〒621-0822

京都府亀岡市篠町野条上又 11 番地の 1

0771-25-4111

( 株 ) エール東舞鶴店

〒625-0057

京都府舞鶴市南浜町 27 番地 5

0773-66-0098

アル・プラザ京田辺

〒610-0334

京都府京田辺市田辺中央五丁目 2 番地 1

0774-64-1200

アル・プラザ木津

〒619-0222

京都府木津川市相楽城西 15 番地

0774-71-5800

アル・プラザ城陽

〒610-0111

京都府城陽市富野荒見田 112 番地

0774-56-2600

( 株 ) エール峰山店

〒627-0005

京都府京丹後市峰山町新町 1606 番地の 1

0772-62-0084

アル・プラザ宇治東

〒611-0013

京都府宇治市菟道平町 28 番地の 1

0774-31-2550

アル・プラザ高槻

〒569-1123

大阪府高槻市芥川町 1 丁目 2 番 C-201 号

072-684-9100

アル・プラザ茨木

〒567-0065

大阪府茨木市上郡 2 丁目 12 番 8 号

072-640-5000

アル・プラザ枚方

〒573-0127

大阪府枚方市津田元町 1 丁目 4 番 1 号

072-896-1100

アル・プラザ香里園

〒572-0028

大阪府寝屋川市日新町 5 番 5 号

072-835-6600

アル・プラザつかしん

〒661-0001

兵庫県尼崎市塚口本町 4 丁目 8-1

06-6420-8200

アル・プラザあまがさき

〒661-0976

兵庫県尼崎市潮江 1 丁目 3-1

06-6470-3111

店名 / Shop

店舗 / Shop Name

住所 / Address

電話 / Phone

イズミ

ゆめタウン光の森

〒869-1108

熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目 33-1

096-233-2211

ゆめタウン呉

〒737-0029

広島県呉市宝町 5-10

0823-23-9200

ゆめタウン夢彩都

〒850-0035

長崎県長崎市元船町 10-1

095-823-3131

ゆめタウン倉敷

〒710-0834

岡山県倉敷市笹沖 1274-1

086-425-1000

ゆめタウン高松

〒761-0872

香川県高松市三条町 608-1

087-869-7500

ゆめタウン行橋

〒824-0031

福岡県行橋市西宮市３丁目 8-1

0930-24-8211

ゆめタウン博多

〒812-0055

福岡県福岡市東区東浜１丁目 1-1

092-641-7111

ゆめタウン久留米

〒839-0865

福岡県久留米市新合川１丁目 2-1

0942-45-7100

ゆめタウン佐賀

〒849-0919

佐賀県佐賀市兵庫北５丁目 14-1

0952-33-3100

ゆめシティ

〒751-0869

山口県下関市伊倉新町３丁目 1-1

083-255-1000

ゆめタウン徳島

〒771-1202

徳島県板野郡藍住町奥野字東中須 88-1

088-693-0123

枚方店

〒573-1197

大阪府枚方市禁野本町１丁目 871 番地

072-898-7051

宮崎店

〒880-0937

宮崎県宮崎市京塚１丁目５番１号

0985-53-1111

千里丘店

〒565-0823

大阪府吹田市山田南１番１号

06-6380-7141

和歌山店

〒640-8325

和歌山県和歌山市新生町７番 20 号

073-427-0550

西神戸店

〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡１丁目２１番地 1

078-967-5000

西宮ガーデンズ店

〒663-8204

兵庫県西宮市高松町１４番 3 号

0798-68-1133

光水社（本社）

〒867-8585

熊本県水俣市古賀町 1-1-1

イズミヤ

生活協同くまもと

0966-63-2121

店名 / Shop

店舗 / Shop Name
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電話 / Phone

天満屋ストア

児島店

〒711-0921

岡山県倉敷市児島駅前２丁目３５番地

086-473-7001

原尾島店

〒703-8235

岡山県岡山市中区原尾島１丁目６番２０号

086-271-0111

玉野店

〒706-0011

岡山県玉野市宇野１丁目３８番１号

0863-31-6111

岡南店

〒702-8056

岡山県岡山市南区築港新町１丁目１８番５号

086-264-6111

西大寺店

〒704-8117

岡山県岡山市東区西大寺南１丁目２番５号

086-942-0111

リブ総社店

〒719-1156

岡山県総社市門田１８７番地

0866-92-5555

鴨方店

〒719-0252

岡山県浅口市鴨方町六条院中２１２８番地の 1

0865-44-6111

府中店（府中天満屋）

〒726-0004

広島県府中市府川町１８６番地の 1

0847-45-3377

岡北店

〒700-0804

岡山県岡山市北区中井町２丁目２番７号

086-234-5111

ポートプラザ店

〒720-0801

広島県福山市入船町３丁目１番２５号

084-971-1111

・合成皮革手付きショルダーバッグ

531098

※商品は全て同じ商品ですが、店舗により品番が異なる場合がございます。
お問い合わせ先：ヤング産業株式会社

06 6700 1169

http：//www.young.co.jp

