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※在庫は流動的なため、在庫なくなり次第終了となります。

※各店の営業時間が通常と異なる場合がございます。また今後の情勢により変更の場合がございます。

【ロフト】

店舗名 住所

銀座ロフト 東京都中央区銀座２－４－６銀座ベルビア館５階

上野ロフト 東京都台東区上野６－１５－１上野マルイ５階

後楽園ロフト東京ドームシティラクーア店 東京都文京区春日１丁目１－１ラクーアビル３階

北千住ロフト 東京都足立区千住旭町４２－２　ルミネ北千住５階

亀有ロフト 東京都葛飾区亀有３－４９－３アリオ亀有２階

錦糸町ロフト 東京都墨田区江東橋４－２７－１４錦糸町パルコ６階

東京ソラマチロフト 東京都墨田区押上１－１－２スカイツリータウン・ソラマチ　イーストヤード３階

ロフト葛西店 東京都江戸川区東葛西９－３－３アリオ葛西店１階

ロフト木場店 東京都江東区木場　１－５－３０イトーヨーカドー木場店１階

亀戸ロフト 東京都江東区亀戸５－１－１　アトレ亀戸３階

北砂ロフト 東京都江東区北砂２－１７－１アリオ北砂２階

大井町ロフト 東京都品川区大井１－２－１アトレ大井町４階

ロフト大森店 東京都大田区大森北２－１３－１イトーヨーカドー大森店３階

渋谷ロフト 東京都渋谷区宇田川町２１－１　Ｂ１階

経堂ロフト 東京都世田谷区経堂２－１経堂コルティ　２階

二子玉川ロフト 東京都世田谷区玉川２－２３－１二子玉川ライズＤｏｇｗｏｏｄＰｌａｚａ６階

新宿ミロードロフト 東京都新宿区西新宿１－１－３新宿ミロード６階

高田馬場ロフト 東京都新宿区高田馬場１－３５－３ＢＩＧＢＯＸ高田馬場２階

大塚ロフト 東京都豊島区南大塚３丁目３３－１アトレヴィ大塚３階

池袋サンシャインシティロフト 東京都豊島区東池袋３－１サンシャインシティ　アルパ１階

池袋ロフト 東京都豊島区南池袋１－２８－１西武池袋本店１２階

吉祥寺ロフト 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１０－１　３階

武蔵境ロフト 東京都武蔵野市境南町２－３－６イトーヨーカドー武蔵境西館１階

国分寺ロフト 東京都国分寺市南町３―２０－３セレオ国分寺７階

ルミネ立川ロフト 東京都立川市曙町２－１－１ルミネ立川店６階

八王子ロフト 東京都八王子市旭町１－１セレオ八王子　北館６階

ロフト南大沢店 東京都八王子市南大沢２－２８－１イトーヨーカドー南大沢店１階

町田ロフト 東京都町田市原町田６－２－６町田モディ６階

武蔵小杉ロフト 神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目１１３５番地グランツリー武蔵小杉３階

川崎ロフト 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１ラゾーナ川崎ＰｌａｚａＥａｓｔ３階

横浜ロフト 神奈川県横浜市西区高島２－１８－１そごう横浜店７階

横浜港北ロフト 神奈川県横浜市港北区師岡町７００トレッサ横浜南棟２階

新横浜ロフト 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００－４５　キュービックプラザ新横浜７階

横須賀ロフト 神奈川県横須賀市若松町２－３０横須賀モアーズシティ３階

ロフト大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間１－３－１イトーヨーカドー大和鶴間店２階

海老名ロフト 神奈川県海老名市扇町１３－１ららぽーと海老名　１階

東戸塚ロフト 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３７－１オーロラモール５階

小田原ロフト 神奈川県小田原市中里２０８ダイナシティウエスト３階

辻堂ロフト 神奈川県藤沢市辻堂神台　１－３－１　ＴｅｒｒａｃｅＭａｌｌ湘南３階

橋本ロフト 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２アリオ橋本１階

ロフト古淵店 神奈川県相模原市南区古淵３－１３－３３イトーヨーカドー古淵店２階

千葉ロフト 千葉県千葉市中央区新町１０００番地そごう千葉店８階

松戸ロフト 千葉県松戸市八ヶ崎２－８－１テラスモール松戸１階

流山ロフト 千葉県流山市おおたかの森南１－５－１流山おおたかの森Ｓ・Ｃ２階

船橋ロフト 千葉県船橋市本町７－６－１イトーヨーカドー船橋店西館２階

柏沼南ロフト 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏２階

ロフト四街道店 千葉県四街道市中央５番地イトーヨーカドー四街道店１階

市原ロフト 千葉県市原市更級４－３－２アリオ市原１階

つくばロフト 茨城県つくば市吾妻１－６－１トナリエつくばスクエア　キュート３階

水戸ロフト 茨城県水戸市泉町１－６－１水戸京成百貨店８階

宇都宮インターパークロフト 栃木県宇都宮市インターパーク６－１－１ＦＫＤショッピングモール宇都宮インターパーク店２階

宇都宮ロフト 栃木県宇都宮市今泉町２３７　　ＦＫＤショッピングプラザ宇都宮店２階

浦和ロフト 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１－１　浦和パルコ３階

さいたま新都心ロフト 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　コクーン１北館２階

大宮ロフト 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店８階

ロフト大宮宮原店 埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５４－１イトーヨーカドー大宮宮原店３階

川口ロフト 埼玉県川口市並木元町１－７９アリオ川口２階

鷲宮ロフト 埼玉県久喜市久本寺字谷田７－１アリオ鷲宮１階

新三郷ロフト 埼玉県三郷市新三郷ららシティ３－１－１　ららぽーと新三郷１階

川越ロフト 埼玉県川越市脇田本町３９－１９ルミネ川越店３階

所沢ロフト 埼玉県所沢市日吉町１２－１西武所沢Ｓ．Ｃ．５階

上尾ロフト 埼玉県上尾市大字壱丁目３６７番地アリオ上尾１階

前橋ロフト 群馬県前橋市文京町２－２－１けやきウォーク１階
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伊勢崎ロフト 群馬県伊勢崎市西小保方町３６８スマーク伊勢崎１階

上田ロフト 長野県上田市天神３－５－１アリオ上田１階

南松本ロフト 長野県松本市高宮中１－２０イトーヨーカドー南松本店１階

甲府昭和ロフト 山梨県中巨摩郡昭和町西条１３－１イトーヨーカドー甲府昭和店１階

沼津ロフト 静岡県沼津市東椎路字東荒３０１番地３ららぽーと沼津１階

ロフト三島店 静岡県三島市中田町９－３０　イトーヨーカドー三島店２階

静岡パルコロフト 静岡県静岡市葵区紺屋町６番地７静岡パルコ８階

浜松ロフト 静岡県浜松市中区砂山町６－１メイワン６階

岡崎ロフト 愛知県岡崎市戸崎町字外山３８－５イオンモール岡崎４階

名駅ロフト 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－１名鉄百貨店　本店メンズ館５階

名古屋みなとロフト 愛知県名古屋市港区港明二丁目３番２号ららぽーと名古屋みなとアクルス１階１０１０番

ロフト名古屋 愛知県名古屋市中区栄３丁目１８番１号ナディア・パーク内４階　　　　

栄ロフト 愛知県名古屋市中区栄３－４－５サカエノバ５階

東郷ロフト 愛知県東郷町東郷中央土地区画整理事業６２街区１・３　ららぽーと１階

岐阜ロフト 岐阜県岐阜市長住町２ー１１ー１　３階

カラフルタウン岐阜ロフト 岐阜県岐阜市柳津町丸野３－３－６カラフルタウン岐阜１階

福井ロフト 福井県福井市中央１－８－１西武福井店６階

金沢ロフト 石川県金沢市堀川新町３－１金沢フォーラス５階

富山ロフト 富山県富山市婦中町下轡田１６５番地の１　ファボーレ富山１階

新潟ロフト 新潟県新潟市中央区万代１－５－１　ラブラ万代５階

札幌ロフト 北海道札幌市中央区北５条西２丁目エスタ６階

アリオ札幌ロフト 北海道札幌市東区北７条東９－２－２０　アリオ札幌１階

秋田ロフト 秋田県秋田市中通２－８－１フォンテＡＫＩＴＡ　２階

盛岡ロフト 岩手県盛岡市菜園１－１０－１パルクアベニュー・カワトク６階

ロフト青森店 青森県青森市浜田１－１４－１イトーヨーカドー青森店１階

ロフト弘前店 青森県弘前市大字駅前３丁目２－１　イトーヨーカドー弘前店１階

仙台ロフト 宮城県仙台市青葉区中央１－１０－１０　５階

仙台泉ロフト 宮城県仙台市泉区泉中央１－５－１アリオ仙台泉４階

仙台長町ロフト 宮城県仙台市太白区長町７－２０－５ララガーデン長町２階

梅田ロフト 大阪府大阪市北区茶屋町１６－７　６階

ルクア大阪ロフト 大阪府大阪市北区梅田３－１－３ルクア大阪９階

なんばロフト 大阪府大阪市中央区難波千日前１２－２２　難波センタービル４階

天王寺ＭＩＯロフト 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－４８　天王寺ＭＩＯプラザ館３階

あべのロフト 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２－１－４０　あべのａｎｄ３階

千里バンパクロフト 大阪府吹田市千里万博公園２－１ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店１階

高槻ロフト 大阪府高槻市白梅町４－１高槻阪急３階

くずはロフト 大阪府枚方市楠葉花園町１５－１京阪百貨店くずはモール店２階

松原ロフト 大阪府松原市天美東３－５００セブンパーク天美１階

八尾ロフト 大阪府八尾市光町２－６０ＬＩＮＯＡＳ５階

堺ロフト 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２アリオ鳳１階

大阪和泉ロフト 大阪府和泉市あゆみ野４－４－７ららぽーと和泉４階

京都ロフト 京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町５８番地　ミーナ京都６階

洛北ロフト 京都府京都市左京区高野西開町３６洛北阪急スクエア１階

生駒ロフト 奈良県生駒市谷田町１６００近鉄百貨店生駒店５階

神戸ロフト 兵庫県神戸市中央区小野柄通８－１－８神戸阪急新館４階

西宮ロフト 兵庫県西宮市高松町１４－２阪急西宮ガーデンズ本館２階東モール

姫路ロフト 兵庫県姫路市南町１番地山陽百貨店西館５階

米子ロフト 鳥取県米子市西福原２－１－１０米子しんまち天満屋４階

津山ロフト 岡山県津山市新魚町１７天満屋津山店２階

倉敷ロフト 岡山県倉敷市寿町１２－２アリオ倉敷２階

福山ポートプラザロフト 広島県福山市入船町３－１－２５ハピータウンポートプラザ店２階

福山ロフト 広島県福山市元町１－１天満屋福山店７階

広島ロフト 広島県広島市中区基町６－２７そごう広島店新館８階

廿日市ロフト 広島県廿日市市下平良２－２－１ゆめタウン廿日市２階

高松ロフト 香川県高松市丸亀町７番地１６丸亀町グリーン西館３階

徳島ロフト 徳島県徳島市寺島本町西１丁目５番地アミコ東館８階

ゆめタウン徳島ロフト 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８－１　ゆめタウン徳島１階

松山ロフト 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０番エミフルＭＡＳＡＫＩ　１階

小倉ロフト 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１セントシティ６階

天神ロフト 福岡県福岡市中央区渡辺通４－９－２５　６階

佐賀ロフト 佐賀県佐賀市兵庫北５丁目１４番１号ゆめタウン佐賀１階

ゆめタウンはませんロフト 熊本県熊本市南区田井島１丁目２－１　ゆめタウンはません３階

ゆめタウン光の森ロフト 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３３－１ゆめタウン光の森南館１階

大分ロフト 大分県大分市大字玉沢字楠本７５５－１トキハわさだタウン２街区２階

宮崎ロフト 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオンモール宮崎２階

鹿児島ロフト 鹿児島県鹿児島市呉服町６－５マルヤガーデンズ３階

豊崎ロフト 沖縄県豊見城市豊崎３番３５イーアス沖縄豊崎店３階

ライカムロフト 沖縄県北中城村字ライカム１番地イオンモール沖縄ライカム１階



【東急ハンズ】

店舗名

東急ハンズ　札幌店　　　　　　 北海道札幌市中央区北４条西２丁目　　さっぽろ東急百貨店8・9階（一部）

東急ハンズ　仙台店 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台東館4F

東急ハンズ　新宿店　　　 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タイムズスクエアビル2～8F

東急ハンズ　渋谷店　 東京都渋谷区宇田川町12-18

東急ハンズ　渋谷スクランブルスクエア店 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン10階

東急ハンズ　東京店 東京都千代田区丸の内1-9-1大丸東京店8～10Ｆ

東急ハンズ　銀座店 東京都中央区銀座2-2-14マロニエゲート銀座1 5～9F

東急ハンズ　北千住店 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ7F

東急ハンズ　ららぽーと豊洲店 東京都江東区豊洲2-4-9アーバンドック ららぽーと豊洲1・1Ｆ

東急ハンズ　ららぽーと立川立飛 東京都立川市泉町935-1ららぽーと立川立飛3F

東急ハンズ　町田店 東京都町田市原町田6-4-1町田東急ツインズ イースト6･7F

東急ハンズ　横浜店 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1横浜モアーズ5～7階

東急ハンズ　ららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1ららぽーと横浜2F

東急ハンズ　アトレ川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1アトレ川崎4F

東急ハンズ　ららぽーと湘南平塚店 神奈川県平塚市天沼10-1三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚 1階

東急ハンズ　千葉店 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉6F

東急ハンズ　ららぽーと船橋店 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY北館1F

東急ハンズ　柏店 千葉県柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール S館専門店7・8F

東急ハンズ　大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3DOMショッピングセンター 4・5F

東急ハンズ　ららぽーと富士見店 埼玉県富士見市山室1-1313 2F

東急ハンズ　高崎店 群馬県高崎市八島町４６-１高崎オーパ６階

東急ハンズ　長野店 長野県長野市南千歳1-22-6MIDORI長野4F

東急ハンズ　静岡店 静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1新静岡セノバ３F

東急ハンズ　浜松店 静岡県浜松市中区旭町12-1遠鉄百貨店新館 5 階

東急ハンズ　名古屋店 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤ内 5～11F

東急ハンズ　名古屋モゾ ワンダーシティ店 愛知県名古屋市西区二方町４０番

東急ハンズ　桑名店 三重県桑名市新西方1-22イオンモール桑名 3F

東急ハンズ　金沢店 石川県金沢市香林坊2-1-1香林坊東急スクエアGF

東急ハンズ　梅田店 大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店内 10～12F

東急ハンズ　心斎橋店　 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3心斎橋パルコ 9～11階

東急ハンズ　あべのキューズモール店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのキューズモール　B1F

東急ハンズ　江坂店　　 大阪府吹田市豊津町9-40

東急ハンズ　京都店 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町27番地大丸京都店周辺店舗

東急ハンズ　奈良店 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1近鉄百貨店奈良店5F

東急ハンズ　あまがさきキューズモール店 兵庫県尼崎市潮江1-3-1あまがさきキューズモール2F

東急ハンズ　姫路店 兵庫県姫路市駅前町188-1ピオレ姫路 ピオレ1 5F

東急ハンズ　岡山店 岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号イオンモール岡山4F

東急ハンズ　広島店　　 広島県広島市中区八丁堀16-10

東急ハンズ　松山店　　 愛媛県松山市湊町5-1-1いよてつ髙島屋本館7階

東急ハンズ　博多店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多シティ1～5F

東急ハンズ　長崎店 長崎県長崎市尾上町1-1アミュプラザ長崎4F

東急ハンズ　熊本店 熊本県熊本市中央区手取本町6-1　鶴屋百貨店東館6F

ハンズ ビー アミュプラザくまもと店 熊本県熊本市西区春日3-15-26アミュプラザくまもと3F

東急ハンズ　大分店 大分県大分市要町1-14アミュプラザおおいた 3Ｆ

東急ハンズ　宮崎店 宮崎県宮崎市老松二丁目2番22号アミュプラザみやざき　うみ館3F

東急ハンズ　鹿児島店 鹿児島県鹿児島市中央町1番地1アミュプラザ鹿児島プレミアム館4～6階

東急ハンズ　那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9サンエー那覇メインプレイス1F

東急ハンズ　浦添西海岸店 沖縄県浦添市西洲３丁目１番１サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 1 階

東急ハンズ　宜野湾コンベンションシティ店 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10宜野湾コンベンションシティ1F

プラグスマーケット草津店 滋賀県草津市渋川1-1-50 近鉄百貨店 草津店2階

プラグスマーケット下松店 山口県下松市中央町２１−３ゆめタウン下松3階

プラグスマーケット下関店 山口県下関市竹崎町4-4-10大丸下関店4階


