
都道府県 店名 郵便番号 住所 電話番号
旭川パルプ店 〒 070-0011 旭川市パルプ町一条２丁目505-2 0166-23-4700
旭川西店 〒 070-0823 旭川市緑町18丁目2148-14 0166-76-5892
音更店 〒 080-0111 河東郡音更町木野大通東12丁目3番1号 0155-67-0171
岩見沢店 〒 068-0854 岩見沢市大和四条6-2-4 0126-31-6877
釧路木場店 〒 088-0622 釧路郡釧路町木場1-3-3 0154-38-3330
釧路鳥取大通店 〒 084-0906 釧路市鳥取大通2-6-15 0154-68-4068
恵庭店 〒 061-1409 恵庭市黄金南7-18-1 0123-39-3380
江別店 〒 067-0064 江別市上江別430-10 011-391-8100
札幌西宮の沢店 〒 006-0005 札幌市手稲区西宮の沢五条1-14-10 011-669-3055
札幌平岡店 〒 004-0876 札幌市清田区平岡６条1-1-15 011-886-0001
札幌伏古店 〒 007-0862 札幌市東区伏古二条4-3-5 011-781-2222
札幌北４１条店 〒 007-0841 札幌市東区北四十一条東6-3-10 011-721-1433
札幌南郷２０丁目店 〒 003-0022 札幌市白石区南郷通20丁目南3-10 011-827-7411
札幌北都店 〒 003-0834 札幌市白石区北郷4条13-3-25 011-879-7750
札幌中の島店 〒 062-0921 札幌市豊平区中の島1条4丁目7-1 011-867-9809
札幌あいの里店 〒 002-8071 札幌市北区あいの里１条6丁目2-2 011-594-8864
室蘭店 〒 050-0075 室蘭市中島本町1-1-5 0143-41-6606
小樽インター店 〒 047-0005 小樽市勝納町8-7 0134-64-1211
石狩店 〒 061-3206 石狩市花川南６条1-10-1 0133-76-2526
帯広西５条店 〒 080-0014 帯広市西４条南31丁目1-2 0155-28-6000
滝川店 〒 073-0013 滝川市南滝の川115-4 0125-26-1010
苫小牧店 〒 053-0052 苫小牧市新開町4-1-3 0144-52-5771
函館昭和店 〒 041-0812 函館市昭和1-35-20 0138-45-8320
北見南大通店 〒 090-0834 北見市とん田西町248-1 0157-32-7266
網走店 〒 093-0033 網走市駒場北5-84-14 0152-61-1788
弘前店 〒 036-8084 弘前市大字高田2-7-3 0172-29-4242
十和田店 〒 034-0003 十和田市元町東1-6-23 0176-21-2050
青森中央店 〒 030-0847 青森市東大野2-8-7 017-762-4433
八戸店 〒 131-0071 八戸市沼館4-7-100アクロスプラザ八戸沼館内 0178-20-8841
一関店 〒 021-0007 一関市上日照36番地 0191-31-8282
奥州水沢店 〒 023-0003 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田62-1 0197-51-2770
盛岡上堂店 〒 020-0125 盛岡市上堂1-19-63 019-648-1820
大河原店 〒 989-1246 柴田郡大河原町新東30-1 0224-51-1530
仙台荒井店 〒 984-0032 仙台市若林区荒井1-10-12 022-794-9923
仙台西店 〒 989-3204 仙台市青葉区南吉成7-2-2 022-303-1667
仙台北店 〒 981-3137 仙台市泉区大沢2-5-3 022-771-8838
名取社せきのした店 〒 981-1227 名取市杜せきのした5-5-2 022-796-7223
横手店 〒 013-0063 横手市婦気大堤字中田86 0182-35-5265
秋田広面店 〒 010-0041 秋田市広面樋ノ沖46 018-884-7421
秋田店 〒 010-0976 秋田市八橋南1-3-24 018-883-0811
大館店 〒 017-0864 大館市根下戸新町15-33 0186-44-4511
山形南店 〒 990-2462 山形市深町1-5-20 023-665-5188
山形北店 〒 990-0810 山形市馬見ヶ崎1-22-18 023-612-0233
酒田店 〒 998-0006 酒田市ゆたか2-1-10 0234-35-1810
鶴岡7号バイパス店 〒 997-0051 鶴岡市荒井京田字荒田248-7 0235-29-1676
米沢店 〒 992-0047 米沢市徳町426-1 0238-26-3822
いわき平店 〒 970-8036 いわき市平谷川瀬3-6-4 0246-35-5066
会津若松店 〒 965-0052 会津若松市町北町始字深町20 0242-39-4010
郡山安積店 〒 963-0111 郡山市安積町荒井1-166 024-937-3820
郡山下亀田店 〒 963-8032 郡山市下亀田4-56 024-927-5422
原町店 〒 975-0037 南相馬市原町区北原字境堀241 0244-32-1588
新白河店 〒 961-0854 白河市字高山26-1 0248-21-1877
福島笹谷店 〒 960-0241 福島市笹谷字稲場28番地13 024-555-3499
つくば研究学園店 〒 305-0817 つくば市研究学園3丁目10番地1 029-886-8758
神栖店 〒 314-0141 神栖市居切1456-73 0299-94-8652
下館店 〒 308-0847 筑西市玉戸1001-14 0296-26-7111
さくら氏家店 〒 329-1312 さくら市櫻野1048 028-681-6833
宇都宮西川田店 〒 321-0158 宇都宮市西川田本町3-1-1 028-684-0027
佐野店 〒 327-0844 佐野市富岡町173-1 0283-20-1523
鹿沼店 〒 322-0028 鹿沼市栄町2-16-2 0289-60-3010
足利店 〒 326-0042 足利市助戸東山町927-1 0284-44-4811
黒磯店 〒 325-0062 那須塩原市住吉町4-7 0287-60-3939
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館林店 〒 374-0042 館林市近藤町178-96 0276-76-9009
高崎高関店 〒 370-0043 高崎市高関町321-1 027-330-5820
前橋天川店 〒 371-0802 前橋市天川町4-8 027-226-7561
ふじみ野店 〒 356-0038 ふじみ野市駒林元町1-9-27 049-256-6411
１６号狭山店 〒 350-1332 狭山市下奥富505-1 04-2969-1500
三郷店 〒 341-0054 三郷市泉210 048-960-0781
西所沢店 〒 359-1144 所沢市西所沢1-2-22 04-2937-4208
東所沢店 〒 359-0023 所沢市東所沢和田1-5-6 04-2951-1922
川越神明町店 〒 350-0823 川越市神明町7-19 049-298-6042
埼玉東松山店 〒 355-0017 東松山市松葉町4-3-18 0493-27-1067
三芳町店 〒 354-0041 入間郡三芳町藤久保651 049-293-4916
入間藤沢店 〒 358-0011 入間市下藤沢1146-40 04-2965-8203
本庄店 〒 367-0023 本庄市寿3-4-22 0495-71-5260
安食店 〒 270-1516 印旛郡栄町安食2169 0476-80-1236
鎌ヶ谷道野辺店 〒 273-0115 鎌ヶ谷市東道野辺5-11-38 047-402-2201
君津店 〒 299-1173 君津市外箕輪3-6-12 0439-27-1351
四街道店 〒 284-0001 四街道市大日466-32 043-309-9730
市原辰巳台店 〒 290-0004 市原市辰巳台西2-1 0436-76-7716
松戸古ヶ崎店 〒 271-0068 松戸市古ヶ崎2-3206-1 047-368-7770
千葉フレスポ稲毛店 〒 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町731-17 043-424-1852
ライフガーデン仁戸名店 〒 260-0801 千葉市中央区仁戸名町698-11 043-235-8052
千葉浜野店 〒 260-0824 千葉市中央区浜野町125-1 043-209-1911
木更津店 〒 292-0054 木更津市長須賀1725-1 048-38-5140
千葉袖ケ浦店 〒 299-0245 袖ケ浦市蔵波台3-3-5 0438-97-5777
柏高柳駅前店 〒 277-0941 柏市高柳1-6-6 04-7157-0152
柏豊四季店 〒 277-0863 柏市豊四季224-6 04-7144-2384
八千代店 〒 276-0046 八千代市大和田新田138-7 047-406-3645
富里インター店 〒 359-1144 富里市七栄532-41 0476-36-4172
千葉イオンマリンピア専門館店 〒 261-0004 千葉市美浜区高洲3-21-1マリンピア専門館2階 043-307-7893
羽村店 〒 205-0002 羽村市栄町2-13-3 042-570-0023
小平上水店 〒 187-0022 小平市上水本町3-5-3 042-312-4622
青梅新町店 〒 198-0024 青梅市新町3-15-3 0428-78-0070
足立南花畑店 〒 121-0062 足立区南花畑4-19-6 03-5851-9401
東大和店 〒 207-0016 東大和市仲原4-6-5 042-566-8789
立川栄店 〒 190-0003 立川市栄町2-47-9 042-505-8088
大泉学園店 〒 178-0062 練馬区大泉町6-2-5 03-5933-3351
綾瀬店 〒 252-1104 綾瀬市4-6-20 0467-38-8427
横浜金沢富岡店 〒 236-0051 横浜市金沢区富岡東3-15-16 045-772-3265
横浜長津田店 〒 226-0028 横浜市緑区いぶき野39-1 045-988-2533
コーナン港北センター南店 〒 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央53-1コーナン港北センター南モール3F 045-532-8566
厚木戸室店 〒 243-0031 厚木市戸室5-6-1 046-259-7203
小田原鴨宮シティモール店 〒 256-0813 小田原市前川120 0465-46-8102
コーナン川崎小田栄モール店 〒 210-0843 川崎市川崎区小田栄2-3-1コーナン川崎小田栄店内2F 044-589-8656
三和西橋本店 〒 252-0131 相模原市緑区西橋本4-1-1スーパー三和西橋本店テナント 042-703-7355
つきみ野店 〒 242-0002 大和市つきみ野2-6-1 046-206-4919
高座渋谷店 〒 242-0023 大和市渋谷5-39-52階 046-204-5177
中央林間りんかんモール店 〒 242-0007 大和市中央林間7-6-1 046-204-6718
藤沢店 〒 251-0052 藤沢市藤沢517-1 0466-47-9324
燕三条店 〒 959-1232 燕市井土巻2丁目150 0256-61-6521
五泉店 〒 959-1825 五泉市太田新田925 0250-48-5188
佐渡佐和田店 〒 952-1302 佐渡市市野沢104-1 0259-57-2000
三条店 〒 955-0065 三条市旭町2-12-7 0256-47-0947
十日町妻有ＳＣ店 〒 948-0056 十日町市高田町6 025-750-5077
上越インター店 〒 942-0063 上越市下門前1629番地 025-531-3191
新津店 〒 956-0035 新潟市秋葉区程島1900 0250-21-2072
新潟女池店 〒 950-0943 新潟市女池神明1-1604-1 025-281-4606
新潟黒埼インター店 〒 950-1101 新潟市西区山田3326 025-201-8478
新潟新通店 〒 950-2035 新潟市西区新通1326-1 025-211-1211
新潟亀田インター店 〒 950-0923 新潟市中央区姥ケ山76-1 025-383-6984
新潟関屋店 〒 951-8141 新潟市中央区関新3-2-32 025-230-9300
新潟南万代店 〒 950-0908 新潟市中央区幸西1-1-37 025-255-1765
新潟松崎店 〒 950-0017 新潟市東区新松崎1-4-13 025-250-9162
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新潟竹尾店 〒 950-0862 新潟市東区竹尾762-5 025-270-7000
豊栄インター店 〒 950-3317 新潟市北区かぶとやま1-4-6 025-384-7041
新発田店 〒 957-0063 新発田市新栄町2-2-17 0254-23-7877
村上店 〒 958-0823 村上市仲間町237-1 0254-52-7641
中条店 〒 959-2629 胎内市中条2991-3 0254-44-2020
長岡古正寺店 〒 940-2103 長岡市古正寺１丁目42-1 0258-27-1169
長岡川崎店 〒 940-0867 長岡市豊1-631-1 0258-37-6231
六日町インター店 〒 949-6600 南魚沼市大字余川3079 025-778-1070
柏崎店 〒 945-0051 柏崎市東本町3丁目7-28 0257-32-4332
新高岡店 〒 933-0803 高岡市出来田257-1 0766-54-5440
富山中川原店 〒 939-8015 富山市中川原190-2 076-461-5362
金沢諸江店 〒 920-0015 金沢市諸江町上丁446 076-223-2802
小松東店 〒 923-0831 小松市打越町い212 0761-46-5138
イオンタウン野々市店 〒 921-8821 野々市市白山町4-1 076-294-7502

福井県 福井北店 〒 910-0833 福井市新保北1-501 0776-57-8855
甲斐双葉店 〒 400-0105 甲斐市下今井3690 0551-45-6372
甲府向町店 〒 400-0813 甲府市向町202グリーンタウン甲府東Ｅ棟 055-267-5103
甲府里吉店 〒 400-0822 甲府市里吉3-2-1 055-269-5185
アクロスプラザ山梨店 〒 405-0015 山梨市下石森7-1 0553-21-8081
甲府昭和店 〒 409-3867 中巨摩郡昭和町清水新居230-1 055-226-6486
河口湖店 〒 401-0301 南都留郡富士河口湖町船津2988-1 0555-20-9192
松本平田店 〒 339-0014 松本市平田東2丁目22-4 0263-85-3070
上田店 〒 386-0018 上田市常田3-5-42 0268-29-1844
長野北店 〒 381-0052 長野市檀田2-32-30 026-266-0314

岐阜県 三田洞店 〒 502-0002 岐阜県岐阜市粟野東5-93 058-236-0039
掛川店 〒 436-0043 掛川市大池2978-1 0537-61-0690
沼津原町店 〒 410-0307 沼津市青野38-1 055-969-2501
吉田インター店 〒 421-0304 榛原郡吉田町神戸538-1 0548-23-7766
静岡東店 〒 420-0923 静岡市葵区川合3-13-33 054-263-7575
静水岡町店 〒 424-0931 静岡市清水区岡町6 054-368-5318
藤枝店 〒 426-0075 藤枝市瀬戸新屋363-1 054-647-0808
浜松志都呂店 〒 432-8066 浜松市西区志都呂2-33-5 053-445-4077
浜松高林店 〒 430-0907 浜松市中区高林4丁目2-8 053-473-7011
浜松北寺島店 〒 430-0923 浜松市中区北寺島町492−2バロー北寺島店2F 053-450-3300
富士宮ひばりが丘店 〒 418-0003 富士宮市ひばりが丘98 0544-23-8200
尾西店 〒 494-0001 一宮市開明字南井保里33-1 0586-44-3188
江南店 〒 483-8321 江南市村久野町瀬頭63番地ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ江南店1F 0587-50-0303
名古屋空港通店 〒 480-0202 西春日井郡豊山町大字豊場字流川179-2 0568-39-1717
長久手南店 〒 480-1146 長久手市片平2丁目609 0561-56-1394
伊賀上野店 〒 518-0827 伊賀市平野清水６４５－２ 059-526-1258
伊勢中須店 〒 516-0053 伊勢市中須町642-1 0596-20-8890
イオンタウン桑名新西方店 〒 511-0851 桑名市大字西別所字駒広2104 0594-87-6452
桑名サンシパーク店 〒 511-0947 桑名市大字大仲新田152サンシパーク内 0594-87-6798
三重四日市店 〒 510-0941 四日市市東日野１－３６５ 0593-20-3131
パワーセンター松阪店 〒 515-0818 松阪市川井町上大坪718 0598-31-3602
津南郊店 〒 514-0817 津市高茶屋小森町字丸田320 059-271-7822
鈴鹿サーキット通り店 〒 510-0205 鈴鹿市稲生4-1-1 059-367-7578
草津栗東店 〒 520-3023 栗東市坊袋251-1 077-551-1515
長浜店 〒 526-0831 長浜市宮司町1148 0749-68-0966

京都府 福知山駅南町店 〒 620-0940 福知山市駅南町2-20 0773-23-2332
ビバモール堺美原南インター店 〒 587-0002 堺市美原区黒山468ビバモール美原南インター店2階 072-290-7096
堺新金岡店 〒 591-8025 堺市北区長曽根町545-1 072-242-8654
バロー寝屋川店 〒 572-0855 寝屋川市寝屋南２－２１－２５バロー寝屋川店２階 072-800-3022
南摂津駅前店 〒 566-0074 摂津市東一津屋11-15 06-6732-9972
大阪泉南店 〒 590-0525 泉南市馬場1-4-8 072-480-2652
枚方長尾店 〒 573-0164 枚方市長尾谷町2-12-1 072-896-6379
171号箕面店 〒 562-0033 箕面市今宮3丁目 072-728-5526
門真試験場前店 〒 571-0033 門真市一番町5-18 06-6115-5909
大阪和泉店 〒 594-0032 和泉市池田下町123-2 0725-50-6880
伊丹池尻店 〒 664-0027 伊丹市池尻3-288 072-775-5022
加古川別府店 〒 675-0124 加古川市別府町緑町22 079-441-4414
三田店 〒 669-1322 三田市すずかけ台4-12-1 0795-53-2127

石川県

新潟県

富山県

山梨県

長野県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

大阪府

兵庫県



都道府県 店名 郵便番号 住所 電話番号

2023年1月6~9日　衣料品セール冬　開催店舗一覧　(オフハウス)

婦人・子供服 50％OFF、メンズ 30~50％OFF

※セール内容、対象商品、割引率は店舗により異なります。詳細は店舗までお問い合わせください。

神戸星陵台店 〒 655-0038 神戸市垂水区星陵台4-4-31 078-786-6920
西宮店 〒 663-8105 西宮市中島町17-10 0798-69-1532
姫路御立店 〒 670-0065 姫路市上手野山吹285-1 079-295-5540
姫路野里店 〒 670-0805 姫路市西中島375-1 079-224-5881
兵庫太子店 〒 671-1521 揖保郡太子町東出262-1 079-275-1311
奈良橿原店 〒 634-0007 橿原市葛本町802 0744-21-7821
奈良柏木店 〒 630-8031 奈良市柏木町479-1 0742-36-5532

和歌山県 和歌山次郎丸店 〒 640-8444 和歌山市次郎丸83-1 073-480-0065
鳥取湖山東店 〒 680-0942 鳥取市湖山町東3-45 0857-30-4560
米子店 〒 683-0853 米子市両三柳2366-4 0859-38-0300
松江黒田店 〒 690-0876 松江市黒田町506-1 0852-32-5900
松江浜乃木店 〒 690-0044 松江市浜乃木7-1-18 0852-60-1085
佐世保店 〒 857-1151 佐世保市日宇町2743 0956-76-9040
長崎時津店 〒 851-2107 西彼杵郡時津町久留里郷1439-26 095-894-9805
長崎大村店 〒 856-0817 大村市古賀島町408 0957-52-4490
諫早店 〒 854-0036 諫早市長野町1639-1 0957-35-1778
長崎多良見店 〒 859-0403 諫早市多良見町市布1172-1 0957-27-2610

都道府県 店名 郵便番号 住所 電話番号
ふじみ野うれし野店 〒 356-0056 ふじみ野市うれし野2-16-1 049-293-7500
所沢プロペ通り店 〒 359-1123 所沢市日吉町4-2所沢サンプラザ1階 04-2937-7817
ミーナ津田沼店 〒 275-0016 習志野市津田沼１-3-１ 047-411-4413
市川駅北口店 〒 272-0034 市川市市川1-2-12 047-316-0335
西新井店 〒 121-0816 足立区梅島3-31-12 03-5845-0211
グリナード永山店 〒 206-0025 多摩市永山1-4グリナード永山3F 042-319-3892
吉祥寺店 〒 180-0002 武蔵野市吉祥寺東町1-4-26大文ビル1F/2F 0422-23-6626
高円寺純情商店街店 〒 166-0002 杉並区高円寺北2-7-6 03-5356-7861
桜新町サザエさん通り店 〒 154-0015 世田谷区桜新町1-15-19 03-6413-5961
小岩フラワーロード商店街店 〒 133-0056 江戸川区南小岩7-22-6 03-5612-0892
成増駅南口店 〒 175-0094 板橋区成増2-16-10 03-3975-3600
上野御徒町店 〒 110-0005 台東区上野4-2-3 03-5807-7330
武蔵小山パルム店 〒 142-0062 品川区小山3-21-14 03-6451-3830
小田原EPO店 〒 250-0011 小田原市栄町2-9-39小田原ＥＰＯ２Ｆ 0465-20-2306
青葉台駅前店 〒 227-0062 横浜市青葉区青葉台2-10-16 045-479-1518
武蔵新城あいもーる商店街店 〒 211-0044 川崎市中原区新城3丁目17-7 044-789-8937

長崎県

兵庫県

奈良県

鳥取県

島根県

2023年1月6~9日　衣料品セール冬　開催店舗一覧　(モードオフ)

2,500円以下の商品 50％OFF、3,000円以上の商品 30％OFF

※ガラスケースなど一部商品セール対象外。内容は店舗により異なります。詳細は店舗までお問い合わせください。

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県


