
＜利用可能店舗一覧（50音順）＞　　　　　　　　　　　2018/9/10更新
50音 № 店舗名 カナ店舗名 郵便番号 所在地
あ 1 ユニクロ会津若松アピオ店 ユニクロアイヅワカマツアピオテン 965-0052 福島県会津若松市町北町大字始字宮前27番　1階

2 ユニクロ姶良店 ユニクロアイラテン 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田3337-31
3 ユニクロオアシスタウン伊丹鴻池店 ユニクロアオシスタウンイタミコウノイケテン 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池4丁目1番10号
4 ユニクロ青葉桂台店 ユニクロアオバカツラダイテン 227-0034 神奈川県横浜市青葉区桂台2-4-1　青葉ガーデン桂台ショッピングセンター内
5 ユニクロ青森三好店 ユニクロアオモリミヨシテン 038-0006 青森県青森市三好2丁目2番36
6 ユニクロ明石ビブレ店 ユニクロアカシビブレテン 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り1-3-2 明石ビブレ 4階
7 ユニクロ赤羽ビビオ店 ユニクロアカバネビビオテン 115-0055 東京都北区赤羽西1-6-1赤羽ビビオ2Ｆ
8 ユニクロ秋田アクロス能代店 ユニクロアキタアクロスノシロテン 016-0188 秋田県能代市字寺向80　ショッピングタウンアクロス能代
9 ユニクロ秋田茨島店 ユニクロアキタバラジマテン 010-0065 秋田県秋田市茨島1丁目1番35

10 ユニクロアキバトリム店 ユニクロアキバトリムテン 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-6-5　アキバトリム4階
11 ユニクロアクアウォーク大垣店 ユニクロアクアウオークオオガキテン 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21アクアウォーク大垣1階
12 ユニクロアクロスプラザ諫早店 ユニクロアクロスプラザイサハヤテン 854-0066 長崎県諫早市久山町1271-2
13 ユニクロアクロスプラザ神栖店 ユニクロアクロスプラザカミステン 314-0141 茨城県神栖市居切1455-1
14 ユニクロアクロスプラザ幸町店 ユニクロアクロスプラザサイワイチョウテン 983-0835 宮城県仙台市宮城野区大梶11-15
15 ユニクロアクロスプラザ天理店 ユニクロアクロスプラザテンリテン 632-0076 奈良県天理市岩室町73-1
16 ユニクロアクロスプラザ長岡店 ユニクロアクロスプラザナガオカテン 940-0857 新潟県長岡市沖田1丁目16番地
17 ユニクロアクロスプラザ長野北店 ユニクロアクロスプラザナガノキタテン 381-0052 長野県長野市檀田2-32-1
18 ユニクロアクロスプラザ与次郎店 ユニクロアクロスプラザヨジロウテン 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目7番20号アクロスプラザ与次郎店　1階
19 ユニクロ赤穂店 ユニクロアコウテン 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲1-11
20 ユニクロ旭川旭町店 ユニクロアサヒカワアサヒマチテン 070-0831 北海道旭川市旭町1条7-841-120
21 ユニクロ旭川永山パワーズ店 ユニクロアサヒカワナガヤマパワーズテン 079-8422 北海道旭川市永山１２条４丁目119-46
22 ユニクロ安佐南大町店 ユニクロアサミナミオオマチテン 731-0124 広島県広島市安佐南区大町東3-15-22
23 ユニクロアシコタウンあしかが店 ユニクロアシコタウンアシカガテン 326-0005 栃木県足利市大月町3番2
24 ユニクロ足立入谷店 ユニクロアダチイリヤテン 121-0836 東京都足立区入谷1-2-8
25 ユニクロ厚木インター店 ユニクロアツギインターテン 243-0021 神奈川県厚木市岡田3030番地
26 ユニクロあづみの穂高店 ユニクロアヅミノホダカテン 399-8303 長野県安曇野市穂高801-1
27 ユニクロ阿南アピカ店 ユニクロアナンアピカテン 774-0009 徳島県阿南市西路見町堤外65-1　阿南ショッピングプラザ　アピカ内
28 ユニクロ網走店 ユニクロアバシリテン 093-0034 北海道網走市つくしケ丘2丁目3番2号
29 ユニクロアピタ稲沢店 ユニクロアピタイナザワテン 492-8275 愛知県稲沢市天池五反田町1番地アピタ稲沢1階
30 ユニクロアピタタウン金沢ベイ店 ユニクロアピタタウンカナザワベイテン 920-0333 石川県金沢市無量寺4丁目91番地-1
31 ユニクロアピタ長津田店 ユニクロアピタナガツダテン 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4丁目7-1　アピタ長津田2階
32 ユニクロＡＢＬＯうるま店 ユニクロアブロウルマテン 904-2233 沖縄県うるま市字豊原8-1 ABLOうるま施設内
33 ユニクロあべのキューズモール店 ユニクロアベノキユーズモールテン 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6番1　あべのキューズモール　1階
34 ユニクロあまがさきキューズモール店 ユニクロアマガサキキユーズモールテン 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目3番1号　あまがさきキューズモール　3階
35 ユニクロ尼崎水堂店 ユニクロアマガサキミズドウテン 661-0026 兵庫県尼崎市水堂町4-2-16
36 ユニクロ天川大島店 ユニクロアマガワオオシマテン 379-2154 群馬県前橋市天川大島町1-2-1
37 ユニクロ甘木店 ユニクロアマギテン 838-0068 福岡県朝倉市大字甘木字大鋸331-6
38 ユニクロ天草本渡店 ユニクロアマクサホンドテン 863-0048 熊本県天草市中村町2番13号
39 ユニクロアミュプラザおおいた店 ユニクロアミユプラザオオイタテン 870-0831 大分県大分市要町1番14号 アミュプラザおおいた3階
40 ユニクロアミュプラザ鹿児島店 ユニクロアミユプラザカゴシマテン 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1　アミュプラザ鹿児島　B1階
41 ユニクロ天久りうぼう楽市店 ユニクロアメクリウボウラクイチテン 900-0005 沖縄県那覇市天久1-1-1　りうぼう施設内
42 ユニクロアリオ上尾店 ユニクロアリオアゲオテン 362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目367番地  アリオ上尾1階 
43 ユニクロアリオ市原店 ユニクロアリオイチハラテン 290-0050 千葉県市原市更級四丁目3番2アリオ市原　1階
44 ユニクロアリオ亀有店 ユニクロアリオカメアリテン 125-0061 東京都葛飾区亀有3-49-3
45 ユニクロアリオ北砂店 ユニクロアリオキタスナテン 136-0073 東京都江東区北砂2-17-1アリオ北砂　2F
46 ユニクロアリオ札幌店 ユニクロアリオサツポロテン 065-0007 北海道札幌市東区北7条東9-2-20
47 ユニクロアリオ西新井店 ユニクロアリオニシアライテン 123-0843 東京都足立区西新井栄町1丁目20番1号　アリオ西新井　3階
48 ユニクロアリオ鷲宮店 ユニクロアリオワシノミヤテン 340-0212 埼玉県久喜市久本寺字谷田7-1 アリオ鷲宮1階
49 ユニクロ淡路島洲本店 ユニクロアワジシマスモトテン 656-0055 兵庫県洲本市大野1848
50 ユニクロ安中店 ユニクロアンナカテン 379-0112 群馬県安中市岩井2468-1

い 51 ユニクロイーアス札幌店 ユニクロイーアスサツポロテン 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌3条1丁目1番1号　A街区2階
52 ユニクロイーアスつくば店 ユニクロイーアスツクバテン 305-0817 茨城県つくば市研究学園5丁目19番　イーアスつくば2階
53 ユニクロイータウン大島店 ユニクロイータウンオオシマテン 939-0285 富山県射水市本開発字代官免80番地
54 ユニクロ飯田店 ユニクロイイダテン 395-0804 長野県飯田市鼎名古熊2501-1
55 ユニクロイオン近江八幡店 ユニクロイオンオウミハチマンテン 523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町190-9 イオン近江八幡 3F
56 ユニクロイオン金沢八景店 ユニクロイオンカナザワハツケイテン 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1　イオン内1階
57 ユニクロイオン京橋店 ユニクロイオンキヨウバシテン 534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-3-51イオン京橋店　3階
58 ユニクロイオン吹田店 ユニクロイオンスイタテン 564-0027 大阪府吹田市朝日町2-101　イオン3階
59 ユニクロイオンタウン大館西店 ユニクロイオンタウンオオダテニシテン 017-0864 秋田県大館市根下戸新町18-80　イオンタウン大館西内
60 ユニクロイオンタウンおゆみ野店 ユニクロイオンタウンオユミノテン 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1 イオンタウンおゆみ野　2階 
61 ユニクロイオンタウン釜石店 ユニクロイオンタウンカマイシテン 026-0011 岩手県釜石市港町二丁目1番1号イオンタウン釜石3階
62 ユニクロイオンタウン久御山店 ユニクロイオンタウンクミヤマテン 613-0024 京都府久世郡久御山町大字森小字大内337　イオンタウン久御山 1階
63 ユニクロイオンタウン湖南店 ユニクロイオンタウンコナンテン 520-3252 滋賀県湖南市岩根4580（別棟）
64 ユニクロイオンタウン須賀川店 ユニクロイオンタウンスカガワテン 962-0852 福島県須賀川市仲の町116
65 ユニクロイオンタウン鈴鹿店 ユニクロイオンタウンスズカテン 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-1
66 ユニクロイオンタウン千種店 ユニクロイオンタウンチクサテン 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種二丁目16番13号　イオンタウン千種　2階
67 ユニクロイオンタウン浜松葵店 ユニクロイオンタウンハママツアオイテン 433-8111 静岡県浜松市中区葵西3-25-1
68 ユニクロイオンタウン彦根店 ユニクロイオンタウンヒコネテン 522-0022 滋賀県彦根市里根町24
69 ユニクロイオンタウン水戸南店 ユニクロイオンタウンミトミナミテン 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101
70 ユニクロイオンタウン名西店 ユニクロイオンタウンメイセイテン 451-0015 愛知県名古屋市西区香呑町6丁目49番イオンタウン名西店内　2階
71 ユニクロイオンタウン守谷店 ユニクロイオンタウンモリヤテン 302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘3-249-12F
72 ユニクロイオンタウン弥富店 ユニクロイオンタウンヤトミテン 498-0014 愛知県弥富市五明町蒲原1371-4　イオンタウン弥富ショッピングセンター内
73 ユニクロイオン高槻店 ユニクロイオンタカツキテン 569-0093 大阪府高槻市萩之庄3-47-2　イオン高槻ショッピングセンター2階
74 ユニクロイオン豊橋南店 ユニクロイオントヨハシミナミテン 441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合1-12　イオン豊橋南店1階
75 ユニクロイオン名護ＳＣ店 ユニクロイオンナゴテン 905-0012 沖縄県名護市字名護見取川原4472　イオン名護ショッピングセンター1階
76 ユニクロイオン名古屋東店 ユニクロイオンナゴヤヒガシテン 465-0008 愛知県名古屋市名東区猪子石原2-1701
77 ユニクロイオン那覇ＳＣ店 ユニクロイオンナハシヨピングセン 901-0155 沖縄県那覇市金城5-10-2　イオン那覇ショッピングセンター2階
78 ユニクロイオン延岡ＳＣ店 ユニクロイオンノベオカエスシーテン 882-0847 宮崎県延岡市旭町2丁目2-1　イオン延岡ショッピングセンター1階
79 ユニクロイオン南風原店 ユニクロイオンハエバルテン 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264イオン南風原　2F
80 ユニクロイオンモール秋田店 ユニクロイオンモールアキタテン 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1イオンモール秋田1F
81 ユニクロイオンモール熱田店 ユニクロイオンモールアツタテン 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野一丁目2番11号　イオンモール熱田　3階
82 ユニクロイオンモール新瑞橋店 ユニクロイオンモールアラタマバシテン 457-0012 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10　イオンモール新瑞橋　3階
83 ユニクロイオンモール伊丹店 ユニクロイオンモールイタミテン 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1
84 ユニクロイオンモール浦和美園店 ユニクロイオンモールウラワミソノテン 336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園五丁目50番地1イオンモール浦和美園 2階
85 ユニクロイオンモール大高店 ユニクロイオンモールオオダカテン 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450番地
86 ユニクロイオンモール太田店 ユニクロイオンモールオオタテン 373-0808 群馬県太田市石原町81　イオンモール太田1階
87 ユニクロイオンモール岡山店 ユニクロイオンモールオカヤマテン 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山　4階
88 ユニクロイオンモール沖縄ライカム店 ユニクロイオンモールオキナワライカムテン 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区域内4街区イオンモール沖縄ライカム2階
89 ユニクロイオンモール各務原店 ユニクロイオンモールカカミガハラテン 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8イオンモール各務原2Ｆ
90 ユニクロイオンモール鹿児島店 ユニクロイオンモールカゴシマテン 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7番イオンモール鹿児島　3階
91 ユニクロイオンモール橿原店 ユニクロイオンモールカシハラテン 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1　イオンモール橿原　1階
92 ユニクロイオンモール柏店 ユニクロイオンモールカシワテン 277-0854 千葉県柏市豊町2-5-25
93 ユニクロイオンモール春日部店 ユニクロイオンモールカスカベテン 344-0122 埼玉県春日部市下柳420-1 イオンモール春日部 2階
94 ユニクロイオンモールかほく店 ユニクロイオンモールカホクテン 929-1126 石川県かほく市内日角夕25番 イオンモールかほく 2F
95 ユニクロイオンモール川口店 ユニクロイオンモールカワグチテン 333-0834 埼玉県川口市安行領根岸3180　イオンモール川口3階
96 ユニクロイオンモール川口前川店 ユニクロイオンモールカワグチマエカワテン 333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11-201
97 ユニクロイオンモール木曽川店 ユニクロイオンモールキソガワテン 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1　イオンモール木曽川　2階
98 ユニクロイオンモール北戸田店 ユニクロイオンモールキタトダテン 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1イオンモール北戸田2階
99 ユニクロイオンモール京都桂川店 ユニクロイオンモールキヨウトカツラガワテン 601-8211 京都府京都市南区久世高田町376番1イオンモール京都桂川3階

100 ユニクロイオンモールＫＹＯＴＯ店 ユニクロイオンモールキヨウトテン 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地　イオンモールKYOTO　Sakura館3階
101 ユニクロイオンモール草津店 ユニクロイオンモールクサツテン 525-0067 滋賀県草津市新浜町300イオンモール草津2階
102 ユニクロイオンモール熊本店 ユニクロイオンモールクマモトテン 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232　2階
103 ユニクロイオンモール倉敷店 ユニクロイオンモールクラシキテン 710-0802 岡山県倉敷市水江1　イオンモール倉敷　2階
104 ユニクロイオンモール桑名店 ユニクロイオンモールクワナテン 511-0863 三重県桑名市新西方1丁目22番地　イオンモール桑名　アンク専門店街　3階
105 ユニクロイオンモール高知店 ユニクロイオンモールコウチテン 780-0026 高知県高知市秦南町1‐4‐8 イオンモール高知 1F
106 ユニクロイオンモール神戸北店 ユニクロイオンモールコウベキタテン 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1　イオン神戸北3階



107 ユニクロイオンモール堺北花田店 ユニクロイオンモールサカイキタハナダテン 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4丁1-12 イオンモール堺北花田2階
108 ユニクロイオンモール堺鉄砲町 ユニクロイオンモールサカイテツポウチョウテン 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地2階
109 ユニクロイオンモール札幌発寒店 ユニクロイオンモールサツポロハツサムテン 063-0828 北海道札幌市西区発寒8条12-1-1
110 ユニクロイオンモール座間店 ユニクロイオンモールザマテン 252-0012 神奈川県座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2階
111 ユニクロイオンモール四條畷店 ユニクロイオンモールシジヨウナワテテン 575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目3番2号
112 ユニクロイオンモール大日店 ユニクロイオンモールダイニチテン 570-0016 大阪府守口市大日東町1-18　イオンモール大日　2階
113 ユニクロイオンモール高崎店 ユニクロイオンモールタカサキテン 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400 イオンモール高崎 2階
114 ユニクロイオンモール高の原店 ユニクロイオンモールタカノハラテン 619-0223 京都府木津川市相楽台1-1-1　イオンモール高の原　3階
115 ユニクロイオンモール高松店 ユニクロイオンモールタカマツテン 761-8012 香川県高松市香西本町1-1　イオンモール高松　1階
116 ユニクロイオンモール筑紫野店 ユニクロイオンモールチクシノテン 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺434番地1イオンモール筑紫野　2F
117 ユニクロイオンモール土浦店 ユニクロイオンモールツチウラテン 300-0811 茨城県土浦市上高津367　イオンモール土浦　2階
118 ユニクロイオンモール津山店 ユニクロイオンモールツヤマテン 708-0842 岡山県津山市河辺1000-1　イオンモール津山　1階
119 ユニクロイオンモール鶴見緑地店 ユニクロイオンモールツルミリヨクチテン 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1　イオンモール鶴見緑地2階
120 ユニクロイオンモール天童店 ユニクロイオンモールテンドウテン 994-0067 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区イオンモール天童1階
121 ユニクロイオンモール徳島店 ユニクロイオンモールトクシマテン 770-0865 徳島県徳島市南末広町4番1号イオンモール徳島　3階
122 ユニクロイオンモール鳥取北店 ユニクロイオンモールトツトリキタテン 680-0904 鳥取県鳥取市晩稲348番地　イオンモール鳥取北　2階
123 ユニクロイオンモール新潟南店 ユニクロイオンモールニイガタミナミテン 950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1　イオンモール新潟南　3階
124 ユニクロイオンモール直方店 ユニクロイオンモールノオガタテン 822-0008 福岡県直方市湯野原2丁目1番1号　イオン直方ショッピングセンター　1階
125 ユニクロイオンモール羽生店 ユニクロイオンモールハニユウテン 348-0039 埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3　イオンモール羽生　3階
126 ユニクロイオンモール浜松市野店 ユニクロイオンモールハママツイチノテン 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3　イオンモール浜松市野　1階
127 ユニクロイオンモール浜松志都呂店 ユニクロイオンモールハママツシトロテン 432-8069 静岡県浜松市西区志都呂二丁目37番1号　イオンモール浜松志都呂3階
128 ユニクロイオンモール日の出店 ユニクロイオンモールヒノデテン 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237番地3イオンモール日の出2階
129 ユニクロイオンモール広島府中店 ユニクロイオンモールヒロシマフチユウテン 735-0021 広島県安芸郡府中町大須2-1-1　3階
130 ユニクロイオンモール福岡店 ユニクロイオンモールフクオカテン 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1　イオンモール福岡2階
131 ユニクロイオンモール福津店 ユニクロイオンモールフクツテン 811-3209 福岡県福津市日蒔野6丁目16番地の1イオンモール福津 2Ｆ
132 ユニクロイオンモール富士宮店 ユニクロイオンモールフジノミヤテン 418-0032 静岡県富士宮市浅間町1-8-146　イオンモール富士宮　1階
133 ユニクロイオンモール富津店 ユニクロイオンモールフツツテン 293-0012 千葉県富津市青木一丁目5番地1 イオンモール富津3階
134 ユニクロイオンモール幕張新都心店 ユニクロイオンモールマクハリシントシンテン 261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5　イオンモール幕張新都心　ファミリーモール　1階
135 ユニクロイオンモール三川店 ユニクロイオンモールミカワテン 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1イオンモール三川　1F
136 ユニクロイオンモール水戸内原店 ユニクロイオンモールミトウチハラテン 319-0317 茨城県水戸市内原2丁目1番地イオンモール水戸内原2階
137 ユニクロイオンモール宮崎店 ユニクロイオンモールミヤザキテン 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎1階
138 ユニクロイオンモールむさし村山店 ユニクロイオンモールムサシムラヤマテン 208-0022 東京都武蔵村山市榎一丁目1-3-2040　イオンモールむさし村山2階
139 ユニクロイオンモール盛岡南店 ユニクロイオンモールモリオカミナミテン 020-0866 岩手県盛岡市本宮七丁目1番1号 イオンモール盛岡南 1階
140 ユニクロイオンモール山形南店 ユニクロイオンモールヤマガタミナミテン 990-2453 山形県山形市若宮三丁目7-8 イオンモール山形南
141 ユニクロイオンモール大和郡山店 ユニクロイオンモールヤマトコオリヤマテン 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町741-246　イオンモール大和郡山2階
142 ユニクロイオンモール与野店 ユニクロイオンモールヨノテン 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9　イオンモール与野　2階
143 ユニクロイオンモール利府店 ユニクロイオンモールリフテン 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22 イオンモール利府
144 ユニクロイオンモ－ルりんくう泉南店 ユニクロイオンモ－ルリンクウセンナンテン 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3番12　イオンモールりんくう泉南 2F
145 ユニクロイオン八事店 ユニクロイオンヤゴトテン 466-0834 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂2-1イオン八事3階
146 ユニクロイオンレイクタウンｍｏｒｉ店 ユニクロイオンレイクタウンモリテン 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1イオンレイクタウンmori 3階
147 ユニクロ生野巽店 ユニクロイクノタツミテン 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中1-16-6
148 ユニクロ池田店 ユニクロイケダテン 563-0024 大阪府池田市鉢塚1-1-21
149 ユニクロ池袋サンシャイン６０通り店 ユニクロイケブクロサンシヤイン６０ドオリテン 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-4池袋グローブ
150 ユニクロ池袋東武店 ユニクロイケブクロトウブテン 171-0021 東京都豊島区西池袋1-1-25　池袋東武9階・10階
151 ユニクロ池袋東口店 ユニクロイケブクロヒガシグチテン 171-0022 東京都豊島区南池袋1-26-9　第2ＭＹＴビル1階
152 ユニクロ生駒店 ユニクロイコマテン 630-0201 奈良県生駒市小明町250-1
153 ユニクロいこらも～る泉佐野店 ユニクロイコラモールイズミサノテン 598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋2-2-77　いこらも～る泉佐野1階
154 ユニクロ石巻蛇田店 ユニクロイシノマキヘビタテン 986-0868 宮城県石巻市恵み野3丁目4番地56
155 ユニクロ石橋店 ユニクロイシバシテン 329-0502 栃木県下野市下古山2952-3
156 ユニクロ泉大津店 ユニクロイズミオオツテン 595-0004 大阪府泉大津市千原町2-21-16
157 ユニクロ出水店 ユニクロイズミテン 899-0126 鹿児島県出水市六月田町455
158 ユニクロイズミヤ神戸玉津店 ユニクロイズミヤコウベタマツテン 651-2132 兵庫県神戸市西区森友3-7-3
159 ユニクロ伊勢崎店 ユニクロイセザキテン 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町3093-17
160 ユニクロ伊勢店 ユニクロイセテン 516-0804 三重県伊勢市御薗町長屋2932
161 ユニクロ板橋駅前本通り店 ユニクロイタバシエキマエホンドオリテン 173-0004 東京都板橋区板橋1-33-8
162 ユニクロ板橋四ッ葉店 ユニクロイタバシヨツバテン 175-0084 東京都板橋区四葉2-10-6
163 ユニクロ市川コルトンプラザ店 ユニクロイチカワコルトンプラザテン 272-0015 千葉県市川市鬼高1-1-1　ニッケコルトンプラザイースト館3階
164 ユニクロ市川妙典店 ユニクロイチカワミヨウデンテン 272-0111 千葉県市川市妙典3-20-6
165 ユニクロ一乗寺店 ユニクロイチジヨウジテン 606-8175 京都府京都市左京区一乗寺築田町43
166 ユニクロ一関店 ユニクロイチノセキテン 021-0055 岩手県一関市山目字泥田5-3
167 ユニクロ一宮今伊勢店 ユニクロイチノミヤイマイセテン 491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字南新田1-1
168 ユニクロ伊東店 ユニクロイトウテン 414-0051 静岡県伊東市吉田720-2
169 ユニクロイトーヨーカドー宇都宮店 ユニクロイトーヨーカドーウツノミヤテン 321-0904 栃木県宇都宮市陽東6-2-1ベルモール内イトーヨーカドー2F
170 ユニクロイトーヨーカドー船橋店 ユニクロイトーヨーカドーフナバシテン 273-0005 千葉県船橋市本町7-6-1
171 ユニクロイトーヨーカドー武蔵境店 ユニクロイトーヨーカドームサシサカイテン 180-0023 東京都武蔵野市境南町2-3-6
172 ユニクロイトーヨーカドー大和鶴間店 ユニクロイトーヨーカドーヤマトツルマテン 242-0001 神奈川県大和市下鶴間1-3-1
173 ユニクロ稲城矢野口店 ユニクロイナギヤノクチテン 206-0812 東京都稲城市矢野口483-1
174 ユニクロ伊那店 ユニクロイナテン 396-0013 長野県伊那市下新田3140番3
175 ユニクロ茨木西河原店 ユニクロイバラキニシガワラテン 567-0023 大阪府茨木市西河原2-19-16
176 ユニクロ指宿店 ユニクロイブスキテン 891-0304 鹿児島県指宿市東方10847-1
177 ユニクロ今市店 ユニクロイマイチテン 321-2414 栃木県日光市豊田44-1
178 ユニクロ今治店 ユニクロイマバリテン 794-0042 愛媛県今治市旭町3-2-6
179 ユニクロいわき小名浜店 ユニクロイワキオナハマテン 971-8151 福島県いわき市小名浜岡小名字沖32-1
180 ユニクロいわき平店 ユニクロイワキタイラテン 970-8036 福島県いわき市平谷川瀬字双藤町37
181 ユニクロ磐田店 ユニクロイワタテン 438-0072 静岡県磐田市鳥之瀬24
182 ユニクロ岩見沢大和タウンプラザ店 ユニクロイワミザワヤマトタウンプラザテン 068-0851 北海道岩見沢市大和1条8-3-2
183 ユニクロインターパークスタジアム店 ユニクロインターパークスタジアムテン 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク4-2-3　インターパークスタジアム　

う 184 ユニクロヴィアモール江南店 ユニクロヴイアモールコウナンテン 483-8342 愛知県江南市松竹町上野205番地　施設内2階
185 ユニクロウイングタウン岡崎店 ユニクロウイングタウンオカザキテン 444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂3番地　ウイングタウン
186 ユニクロ上田店 ユニクロウエダテン 386-0016 長野県上田市国分字上沖80-6
187 ユニクロ上本町ＹＵＦＵＲＡ店 ユニクロウエホンマチユフラテン 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目5番13号　上本町YUFURA　4階
188 ユニクロウェルサイト石岡店 ユニクロウエルサイトイシオカテン 315-0031 茨城県石岡市東大橋字中峯1937-1
189 ユニクロヴェルサウォーク西尾店 ユニクロヴエルサウオークニシオテン 445-0064 愛知県西尾市高畠町3-23-9ヴェルサウォーク西尾　3階 
190 ユニクロ魚津店 ユニクロウオヅテン 937-0046 富山県魚津市上村木659-6
191 ユニクロ氏家店 ユニクロウジイエテン 329-1323 栃木県さくら市卯の里2-26-1
192 ユニクロ宇治大久保店 ユニクロウジオオクボテン 611-0033 京都府宇治市大久保町北ノ山24-1
193 ユニクロ宇多津店 ユニクロウタヅテン 769-0204 香川県綾歌郡宇多津町浜4番丁44-3
194 ユニクロ宇都宮今泉店 ユニクロウツノミヤイマイズミテン 321-0954 栃木県宇都宮市元今泉2-22-9
195 ユニクロ宇都宮鶴田店 ユニクロウツノミヤツルタテン 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町3493-1
196 ユニクロ宇都宮戸祭店 ユニクロウツノミヤトマツリテン 320-0055 栃木県宇都宮市下戸祭2丁目20番9号
197 ユニクロ宇部清水川店 ユニクロウベシミズガワテン 755-0023 山口県宇部市恩田町3丁目1番3号
198 ユニクロ浦和コルソ店 ユニクロウラワコルソテン 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-12-1　コミュニティプラザ　コルソ3階
199 ユニクロ浦和太田窪店 ユニクロウラワダイタクボテン 336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪1697-1

え 200 ユニクロ江坂オッツ店 ユニクロエサカオツツテン 564-0051 大阪府吹田市豊津町14-8
201 ユニクロエスパルスドリームプラザ店 ユニクロエスパルスドリームプラザテン 424-0943 静岡県静岡市清水区港町1-7-15
202 ユニクロ江戸川一之江店 ユニクロエドガワイチノエテン 134-0093 東京都江戸川区二之江町1385
203 ユニクロ恵那店 ユニクロエナテン 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野247-999
204 ユニクロ恵庭店 ユニクロエニワテン 061-1409 北海道恵庭市黄金南7丁目18-1
205 ユニクロエミフルＭＡＳＡＫＩ店 ユニクロエミフルマサキテン 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850　エミフルMASAKI　　1階
206 ユニクロエムズタウン幸手店 ユニクロエムズタウンサツテテン 340-0155 埼玉県幸手市大字上高野778

お 207 ユニクロ王子神谷店 ユニクロオウジカミヤテン 114-0002 東京都北区王子五丁目5-24
208 ユニクロ近江八幡店 ユニクロオウミハチマンテン 523-0896 滋賀県近江八幡市鷹飼町北3-2-8
209 ユニクロ青梅店 ユニクロオウメテン 198-0014 東京都青梅市大門2丁目186-1番地
210 ユニクロ大垣店 ユニクロオオガキテン 503-0935 岐阜県大垣市島里2-25-1
211 ユニクロ大河原店 ユニクロオオガワラテン 989-1225 宮城県柴田郡大河原町広表28番地12
212 ユニクロオーキッドパーク店 ユニクロオーキットパークテン 500-8891 岐阜県岐阜市香蘭2-23 　オーキッドパーク西棟2階
213 ユニクロ大蔵谷店 ユニクロオオクラダニテン 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬617-1
214 ＵＮＩＱＬＯＯＳＡＫＡ店 ユニクロオオサカテン 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町1番32
215 ユニクロ大洲店 ユニクロオオズテン 795-0071 愛媛県大洲市新谷乙405番1



216 ユニクロ太田店 ユニクロオオタテン 373-0852 群馬県太田市新井町326-1
217 ユニクロ大田原店 ユニクロオオタワラテン 324-0047 栃木県大田原市美原1-5-44
218 ユニクロ大津真野店 ユニクロオオツマノテン 520-0232 滋賀県大津市真野5丁目35番16号
219 ユニクロ大野城御笠川店 ユニクロオオノジヨウミカサガワテン 816-0912 福岡県大野城市御笠川2-2-16
220 ユニクロ大宮ＤＯＭ店 ユニクロオオミヤＤＯＭテン 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 大宮DOM　3階
221 ユニクロ大宮大和田店 ユニクロオオミヤオオワダテン 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1169-1
222 ユニクロ大村松並店 ユニクロオオムラマツナミテン 856-0814 長崎県大村市松並2-894
223 ユニクロ大森北店 ユニクロオオモリキタテン 143-0016 東京都大田区大森北 四丁目11番5号 
224 ユニクロ岡崎竜美丘店 ユニクロオカザキタツミガオカテン 444-0863 愛知県岡崎市東明大寺町15-1　竜美丘ガーデンプレイス内
225 ユニクロ岡崎店 ユニクロオカザキテン 444-0912 愛知県岡崎市井田西町1-5
226 ユニクロ御徒町店 ユニクロオカチマチテン 110-0005 東京都台東区上野3-27-12 御徒町吉池本店ビル
227 ユニクロ岡山岡北店 ユニクロオカヤマオカキタテン 700-0804 岡山県岡山市北区中井町2丁目5番35-2号
228 ユニクロ岡山十日市店 ユニクロオカヤマトオカイチテン 700-0856 岡山県岡山市北区十日市西町8番23号
229 ユニクロ岡山中仙道店 ユニクロオカヤマナカセンドウテン 700-0962 岡山県岡山市北区北長瀬表町2丁目13番15号
230 ユニクロ押熊店 ユニクロオシクマテン 631-0011 奈良県奈良市押熊町2269
231 ユニクロ小樽店 ユニクロオタルテン 047-0015 北海道小樽市住吉町2-7
232 ユニクロ小田原富水店 ユニクロオダワラトミズテン 250-0856 神奈川県小田原市新屋28-1
233 ユニクロ踊場店 ユニクロオドリバテン 245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南1-3-18
234 ユニクロ帯広店 ユニクロオビヒロテン 080-0048 北海道帯広市西18条北1-29-1
235 ユニクロ御前崎店 ユニクロオマエザキテン 437-1612 静岡県御前崎市池新田6038-1
236 ユニクロおやまゆうえんハーヴェストウォーク店 ユニクロオヤマユウエンハーヴエストウォークテン 323-0014 栃木県小山市喜沢1475 
237 ユニクロ折尾店 ユニクロオリオテン 807-0824 福岡県北九州市八幡西区光明1-8-2
238 ユニクロ尾張旭店 ユニクロオワリアサヒテン 488-0066 愛知県尾張旭市南原山赤土200-10

か 239 ユニクロガーデン前橋店 ユニクロガーデンマエバシテン 379-2121 群馬県前橋市小屋原町472-1　1階
240 ユニクロ甲斐アルプス通り店 ユニクロカイアルプスドオリテン 400-0117 山梨県甲斐市西八幡1430-1
241 ユニクロ掛川店 ユニクロカケガワテン 436-0043 静岡県掛川市大池480
242 ユニクロ加古川ニッケパークタウン店 ユニクロカコガワニツケパークタウンテン 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町173-1ニッケパークタウン専門店街　1F
243 ユニクロ加古川別府店 ユニクロカコガワベツプテン 675-0127 兵庫県加古川市別府町石町92-1
244 ユニクロ鹿児島草牟田店 ユニクロカゴシマソウムタテン 890-0014 鹿児島県鹿児島市草牟田1-2-1
245 ユニクロ香芝店 ユニクロカシバテン 639-0242 奈良県香芝市北今市7丁目304
246 ユニクロ橿原店 ユニクロカシハラテン 634-0007 奈良県橿原市葛本町801
247 ユニクロ柏崎店 ユニクロカシワザキテン 945-0036 新潟県柏崎市東柳田40
248 ユニクロ柏増尾台店 ユニクロカシワマスオダイテン 277-0085 千葉県柏市中原2-2-3　1F
249 ユニクロ柏モディ店 ユニクロカシワモデイテン 277-0005 千葉県柏市柏1-2-26柏モディ　4階
250 ユニクロ春日井店 ユニクロカスガイテン 486-0839 愛知県春日井市六軒屋町西3-3-1
251 ユニクロ春日フォレストシティ店 ユニクロカスガフオレストシテイテン 816-0849 福岡県春日市星見ヶ丘1-80  
252 ユニクロ葛飾奥戸店 ユニクロカツシカオクドテン 124-0022 東京都葛飾区奥戸8-13-2
253 ユニクロカナート洛北店 ユニクロカナートラクホクテン 606-8103 京都府京都市左京区高野西開町36　カナート洛北内2階
254 ユニクロ金沢杜の里店 ユニクロカナザワモリノサトテン 920-1156 石川県金沢市田上の里2丁目115番地
255 ユニクロ鹿屋店 ユニクロカノヤテン 893-0023 鹿児島県鹿屋市笠之原町2101番地
256 ユニクロ蒲郡店 ユニクロガマゴオリテン 443-0034 愛知県蒲郡市港町13-11
257 ユニクロ上池台店 ユニクロカミイケダイテン 145-0064 東京都大田区上池台5-23-5
258 ユニクロ上大岡店 ユニクロカミオオオカテン 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西2-1-28
259 ユニクロ上桂店 ユニクロカミカツラテン 615-8005 京都府京都市西京区桂上野南町23
260 ユニクロ紙屋町サンモール店 ユニクロカミヤチヨウサンモールテン 730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-18　紙屋町サンモール2階
261 ユニクロ亀有店 ユニクロカメアリテン 125-0061 東京都葛飾区亀有3-49-3
262 ユニクロ亀岡店 ユニクロカメオカテン 621-0822 京都府亀岡市篠町野条下川31
263 ユニクロ亀貝店 ユニクロカメガイテン 950-2033 新潟県新潟市西区亀貝3327番地
264 ユニクロ唐津店 ユニクロカラツテン 847-0083 佐賀県唐津市和多田大土井10番1号 
265 ユニクロ川越店 ユニクロカワゴエテン 350-0837 埼玉県川越市大字石田字八ツ島町252番地
266 ユニクロ川越的場店 ユニクロカワゴエマトバテン 350-1107 埼玉県川越市的場新町14-6
267 ユニクロ川崎市民プラザ通り店 ユニクロカワサキシミンプラザドオリテン 213-0014 神奈川県川崎市高津区新作1-8-1
268 ユニクロ川崎ダイス店 ユニクロカワサキダイステン 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8　ダイス3階
269 ユニクロ河内長野店 ユニクロカワチナガノテン 586-0002 大阪府河内長野市市町730-1
270 ユニクロ川西西多田店 ユニクロカワニシニシタダテン 666-0131 兵庫県川西市矢問3-22-2
271 ユニクロかわまち矢作モール店 ユニクロカワマチヤハギモールテン 260-0851 千葉県千葉市中央区矢作町57-1

き 272 ユニクロ木更津店 ユニクロキサラヅテン 292-0038 千葉県木更津市ほたる野4-1-17
273 ユニクロ岸和田カンカンベイサイドモール店 ユニクロキシワダカンカンベイサイドモールテン 596-0014 大阪府岸和田市港緑町2-1　岸和田カンカンベイサイドモールEAST2階
274 ユニクロ岸和田店 ユニクロキシワダテン 596-0821 大阪府岸和田市小松里町2320
275 ユニクロ北大路ビブレ店 ユニクロキタオオジビブレテン 603-8142 京都府京都市北区小山北上総町49-1 北大路ビブレ3階
276 ユニクロ北上店 ユニクロキタカミテン 024-0081 岩手県北上市有田町7-10　Ｊプラザ
277 ユニクロ北熊本店 ユニクロキタクマモトテン 861-5522 熊本県熊本市北区下硯川町字松作2100番1
278 ユニクロ北見店 ユニクロキタミテン 090-0837 北海道北見市中央三輪１丁目371番地20
279 ユニクロ北本店 ユニクロキタモトテン 364-0001 埼玉県北本市深井6-87
280 ユニクロ吉祥寺店 ユニクロキチジヨウジテン 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目2番17号
281 ユニクロＫＩＴＴＥ博多店 ユニクロキツテハカタテン 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1KITTE博多　8F
282 ユニクロ岐阜鷺山店 ユニクロギフサギヤマテン 502-0858 岐阜県岐阜市下土居二丁目24番1号 
283 ユニクロキャナルシティ博多店 ユニクロキヤナルシテイハカタテン 812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町9-2　キャナルシティ博多　イーストビル
284 ユニクロキュービックプラザ新横浜店 ユニクロキユービツクプラザシン 222-0033 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　5F・6F
285 ユニクロ京都ファミリー店 ユニクロキヨウトフアミリーテン 615-0072 京都府京都市右京区山ノ内池尻町1-1　京都ファミリー1階
286 ユニクロ喜連瓜破店 ユニクロキレウリワリテン 546-0022 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5-14-7
287 ＵＮＩＱＬＯＧＩＮＺＡ店 ユニクロギンザテン 104-0061 東京都中央区銀座6-9-5ギンザコマツ東館 1F－12F

く 288 ユニクロクイーンズ伊勢丹杉並桃井店 ユニクロクイーンズイセタンスギナミモモイテン 167-0034 東京都杉並区桃井3-5-1　クイーンズ伊勢丹杉並桃井店2階
289 ユニクロ草津エイスクエア店 ユニクロクサツエイスクエアテン 525-0025 滋賀県草津市西渋川1丁目18番51号103号　エイスクエア・ノース1階
290 ユニクロ釧路店 ユニクロクシロテン 084-0910 北海道釧路市昭和中央3-3-7
291 ユニクロ釧路春採店 ユニクロクシロハルトリテン 085-0813 北海道釧路市春採7-1-68
292 ユニクロくずはモール店 ユニクロクズハモールテン 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町10-85くずはモール南館2階
293 ユニクロ熊谷ニットーモール店 ユニクロクマガヤニツトーモールテン 360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245番地 熊谷ニットーモール2階
294 ユニクロ熊南店 ユニクロクマナンテン 860-0824 熊本県熊本市南区十禅寺3-4-66 
295 ユニクロ倉敷北畝店 ユニクロクラシキキタセテン 712-8032 岡山県倉敷市北畝1丁目19番18号
296 ユニクロ倉敷児島店 ユニクロクラシキコジマテン 711-0906 岡山県倉敷市児島下の町2-1-50
297 ユニクロ倉敷平田店 ユニクロクラシキヒラタテン 710-0003 岡山県倉敷市平田615-1
298 ユニクロ倉吉店 ユニクロクラヨシテン 682-0018 鳥取県倉吉市福庭町2-65
299 ユニクログランエミオ所沢店 ユニクログランエミオトコロザワテン 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1丁目14番地5 グランエミオ所沢3階
300 ユニクロぐりーんうぉーく多摩店 ユニクログリーンウオークタマテン 192-0363 東京都八王子市別所2-56
301 ユニクロ久留米上津店 ユニクロクルメカミツテン 830-0057 福岡県久留米市藤光1-6-10
302 ユニクロ呉レクレ店 ユニクロクレレクレテン 737-0029 広島県呉市宝町2-50　レクレ2階
303 ユニクロ桑名店 ユニクロクワナテン 511-0947 三重県桑名市大字大仲新田10-3　桑名サンシパーク内

け 304 ユニクロ京王聖蹟桜ヶ丘店 ユニクロケイオウセイセキサクラガオカテン 206-0011 東京都多摩市関戸1-10-1　京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターB館6階
305 ユニクロケイズタウン長崎時津店 ユニクロケイズタウンナガサキトギツチョウテン 851-2103 長崎県西彼杵郡時津町元村郷字岩崎832-1　2階
306 ユニクロ京阪シティモール店 ユニクロケイハンシテイモールテン 540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1　京阪シティモール6階
307 ユニクロ気仙沼店 ユニクロケセンヌマテン 988-0066 宮城県気仙沼市東新城1丁目7番8

こ 308 ユニクロ庚午店 ユニクロコウゴテン 733-0822 広島県広島市西区庚午中1-6-23
309 ユニクロ高蔵寺センター店 ユニクロコウゾウジセンターテン 487-0011 愛知県春日井市中央台1-4-4
310 ユニクロ高知介良店 ユニクロコウチケラテン 781-5106 高知県高知市介良乙317-1　パワーセンター高知内
311 ユニクロ甲府上阿原店 ユニクロコウフカミアハラテン 400-0814 山梨県甲府市上阿原町511-1
312 ユニクロ神戸北町店 ユニクロコウベキタマチテン 651-1233 兵庫県神戸市北区日の峰1-14-6
313 ユニクロ神戸三宮店 ユニクロコウベサンノミヤテン 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-16
314 ユニクロ神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店 ユニクロコウベハーバーランドウミエテン 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2 神戸ハーバーランドumie 3階
315 ユニクロ神戸元町店 ユニクロコウベモトマチテン 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目7-1　VEGAビル
316 ユニクロ港北ノースポート・モール店 ユニクロコウホクノースポートモールテン 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目25番1号　ノースポート・モール2階
317 ユニクロ香林坊東急スクエア店 ユニクロコウリンボウトウキユウスクエアテン 920-0961 石川県金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア　3階
318 ユニクロ郡山大槻店 ユニクロコオリヤマオオツキテン 963-0209 福島県郡山市御前南一丁目68番地
319 ユニクロ郡山日和田フェスタ店 ユニクロコオリヤマヒワダフエスタテン 963-0534 福島県郡山市日和田町字小原22　フェスタ駐車場区画内
320 ユニクロ古河店 ユニクロコガテン 306-0234 茨城県古河市上辺見368番地1
321 ユニクロコクーンシティ店 ユニクロコクーンシテイテン 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目263-1コクーン2 3階
322 ユニクロココリア多摩センター店 ユニクロココリアタマセンターテン 206-0033 東京都多摩市落合1丁目46番1号　ココリア多摩センター3階
323 ユニクロ五条丹波口店 ユニクロゴジヨウタンバグチテン 600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町128
324 ユニクロ五所川原エルムの街店 ユニクロゴシヨガワラエルムノマチテン 037-0004 青森県五所川原市唐笠柳藤巻517-1　エルムの街ショッピングセンター内



325 ユニクロ小平鈴木店 ユニクロコダイラスズキテン 187-0011 東京都小平市鈴木町1-214-3
326 ユニクロ五反田ＴＯＣ店 ユニクロゴタンダテイーオーシーテン 141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17　五反田TOC　1階
327 ユニクロ御殿場店 ユニクロゴテンバテン 412-0026 静岡県御殿場市東田中字便船塚1017-3
328 ユニクロ木の葉モール橋本店 ユニクロコノハモールハシモトテン 819-0031 福岡県福岡市西区橋本2丁目27-2　木の葉モール橋本
329 ユニクロ小林店 ユニクロコバヤシテン 886-0002 宮崎県小林市大字水流迫239-9
330 ユニクロコマーシャルモール博多店 ユニクロコマーシヤルモールハカタテン 812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町2-6-40
331 ユニクロ小牧店 ユニクロコマキテン 485-0033 愛知県小牧市郷中1丁目239番地
332 ユニクロ駒沢自由通り店 ユニクロコマザワジユウドオリテン 154-0011 東京都世田谷区上馬3-17-10
333 ユニクロ小松店 ユニクロコマツテン 923-0036 石川県小松市平面町61-1
334 ユニクロコムボックス光明池店 ユニクロコムボツクスコウミヨウイケテン 594-1101 大阪府和泉市室堂町824-36　コムボックス光明池2階

さ 335 ユニクロ蔵王成沢店 ユニクロザオウナリサワテン 990-2339 山形県山形市成沢西1-6-8
336 ユニクロ堺高島屋店 ユニクロサカイタカシマヤテン 590-0028 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通59　高島屋堺東店南館6階
337 ユニクロ栄スカイル店 ユニクロサカエスカイルテン 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-5　栄スカイル　5階
338 ユニクロ佐賀鍋島店 ユニクロサガナベシマテン 849-0936 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田107-1
339 ユニクロ嵯峨野店 ユニクロサガノテン 616-8314 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町51
340 ユニクロ相模大野ステーションスクエア店 ユニクロサガミオオノステーシヨンスクエアテン 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアB館5階 
341 ユニクロ相模原中央店 ユニクロサガミハラチユウオウテン 252-0239 神奈川県相模原市中央区中央1-15-7
342 ユニクロ佐久北インター店 ユニクロサクキタインターテン 384-0808 長野県小諸市大字御影新田2587-1
343 ユニクロ佐世保大塔店 ユニクロサセボダイトウテン 857-1161 長崎県佐世保市大塔町616-127
344 ユニクロ佐世保矢峰店 ユニクロサセボヤミネテン 857-0132 長崎県佐世保市松原町26-1
345 ユニクロ札幌エスタ店 ユニクロサツポロエスタテン 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2-1エスタ（札幌ターミナルビル）　5階
346 ユニクロ札幌川沿店 ユニクロサツポロカワゾエテン 005-0815 北海道札幌市南区川沿15条1-1-60　ショッピングプラザ川沿内
347 ユニクロ札幌清田店 ユニクロサツポロキヨタテン 004-0859 北海道札幌市清田区清田236-1
348 ユニクロ札幌澄川ミュンヘン大橋店 ユニクロサツポロスミカワミユンヘンオオハシテン 062-0931 北海道札幌市豊平区平岸1条22-2-5
349 ユニクロ札幌屯田店 ユニクロサツポロトンデンテン 002-0857 北海道札幌市北区屯田7条4-7-28
350 ユニクロ札幌苗穂店 ユニクロサツポロナエボテン 065-0041 北海道札幌市東区本町1条9-3-38
351 ユニクロ札幌二十四軒店 ユニクロサツポロニジユウヨンケン 063-0803 北海道札幌市西区二十四軒3条2-2-1
352 ユニクロ札幌ＰＩＶＯＴ店 ユニクロサツポロピヴオテン 060-0062 北海道札幌市中央区南2条西4丁目11番地 PIVOT 7・8階
353 ユニクロ薩摩川内店 ユニクロサツマセンダイテン 895-0061 鹿児島県薩摩川内市御陵下町3290番1
354 ユニクロ佐沼店 ユニクロサヌマテンテン 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字萩洗2-12-5
355 ユニクロ佐野店 ユニクロサノテン 327-0815 栃木県佐野市鐙塚町167-1
356 ユニクロサントムーン柿田川店 ユニクロサントムーンカキタガワテン 411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見58番地1　サントムーン柿田川アネックス1階
357 ユニクロサンリブ宗像店 ユニクロサンリブムナカタテン 811-4184 福岡県宗像市くりえいと1-5-1　サンリブくりえいと宗像2階
358 ユニクロサンロードシティ熊本店 ユニクロサンロードシテイクマモトテン 862-0901 熊本県熊本市東区東町3丁目3番３ 

し 359 ユニクロシーモールエスト下関店 ユニクロシーモールエストシモノセキテン 750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-7 　シーモールエスト2階
360 ユニクロＪＲ新大阪店 ユニクロジエイアールシンオオサカテン 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1駅構内2F
361 ユニクロ四国中央店 ユニクロシコクチユウオウテン 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町1653-1
362 ユニクロ静岡ＳＢＳ通り店 ユニクロシズオカエスビーエスドオリテン 422-8027 静岡県静岡市駿河区豊田2-7-37
363 ユニクロ静岡国吉田店 ユニクロシズオカクニヨシダテン 422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田2-1-5
364 ユニクロ静岡パルシェ店 ユニクロシズオカパルシエテン 420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町49番地静岡駅ビルパルシェ 3F
365 ユニクロ新発田店 ユニクロシバタテン 957-0062 新潟県新発田市富塚町2-20-22 
366 ユニクロ渋川有馬店 ユニクロシブカワアリマテン 377-0005 群馬県渋川市有馬字芦田141-3
367 ユニクロ渋谷スペイン坂店 ユニクロシブヤスペインザカテン 150-0042 東京都渋谷区宇田川町16-17
368 ユニクロ渋谷道玄坂店 ユニクロシブヤドウゲンザカテン 150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目-29-5　渋谷プライム内
369 ユニクロ四万十ショッピングガーデン店 ユニクロシマントシヨツピングガーデンテン 787-0019 高知県四万十市具同字八反田3193-1
370 ユニクロ下北沢店 ユニクロシモキタザワテン 155-0031 東京都世田谷区北沢二丁目20番17号　○Recipe SHIMOKITA 2F－4F
371 ユニクロジョイナステラス二俣川店 ユニクロジョイナステラスフタマタガワテン 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目50-14 4F
372 ユニクロジョイフル千葉ＮＴ店 ユニクロジヨイフルチバニユータウンテン 270-1331 千葉県印西市牧の原2-2 
373 ユニクロジョイフル新田店 ユニクロジヨイフルニツタテン 370-0314 群馬県太田市新田市野井町592-1
374 ユニクロ上越店 ユニクロジヨウエツテン 943-0173 新潟県上越市富岡3442-2
375 ユニクロ城東関目店 ユニクロジヨウトウセキメテン 536-0008 大阪府大阪市城東区関目3-1-3
376 ユニクロ湘南台店 ユニクロシヨウナンダイテン 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-42-6
377 ユニクロショッパーズモールなかま店 ユニクロシヨツパーズモールナカマテン 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺2-1-1 ショッパーズモールなかま西館1F
378 ユニクロ白壁店 ユニクロシラカベテン 461-0027 愛知県名古屋市東区芳野1丁目2番22号
379 ユニクロ新安城店 ユニクロシンアンジヨウテン 446-0072 愛知県安城市住吉町荒曽根43番地 1F 
380 ユニクロ新石切プラザ店 ユニクロシンイシキリプラザテン 579-8026 大阪府東大阪市弥生町2-43　新石切プラザ内
381 ユニクロ新鎌ヶ谷店 ユニクロシンカマガヤテン 273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷二丁目14番30号
382 ユニクロ新宮店 ユニクロシングウテン 647-0071 和歌山県新宮市佐野3-11-19
383 ユニクロ心斎橋店 ユニクロシンサイバシテン 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目2番17号　B1-4階
384 ユニクロ信州中野店 ユニクロシンシユウナカノテン 383-0015 長野県中野市大字吉田90-2
385 ユニクロ新宿高島屋店 ユニクロシンジユクタカシマヤテン 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2　タカシマヤタイムズスクエア12階
386 ユニクロ新宿西口店 ユニクロシンジユクニシグチテン 160-0023 東京都新宿区西新宿一丁目1番1号　新宿パレット　地下1階－地上4階
387 ユニクロ新宿東口店（ビックロ） ユニクロシンジユクヒガシグチテン(ビックロ) 160-0022 東京都新宿区新宿3-29-1 
388 ユニクロ新庄店 ユニクロシンジヨウテン 996-0001 山形県新庄市五日町字清水川1286-3
389 ユニクロ新千歳空港店 ユニクロシンチトセクウコウテン 066-0012 北海道千歳市美々987-22新千歳空港2Ｆ
390 ユニクロシンフォニープラザ八戸沼館店 ユニクロシンフオニープラザハチノヘヌマダテテン 031-0071 青森県八戸市沼館4丁目4-8

す 391 ユニクロ杉並下井草店 ユニクロスギナミシモイグサテン 167-0022 東京都杉並区下井草2-39-1
392 ユニクロ周船寺店 ユニクロスセンジテン 819-0373 福岡県福岡市西区周船寺1-18-28
393 ユニクロスマーク伊勢崎店 ユニクロスマークイセサキテン 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町368 　1階
394 ユニクロ住之江店 ユニクロスミノエテン 559-0016 大阪府大阪市住之江区西加賀屋2-13-18
395 ユニクロ住吉我孫子店 ユニクロスミヨシアビコテン 558-0015 大阪府大阪市住吉区我孫子西2-5-7

せ 396 ユニクロ西武高槻店 ユニクロセイブタカツキテン 569-1116 大阪府高槻市白梅町4-1　西武高槻店　4階
397 ユニクロ西武飯能ペペ店 ユニクロセイブハンノウペペテン 357-0038 埼玉県飯能市仲町11-21　ペペ3階
398 ユニクロ西武東戸塚オーロラモール店 ユニクロセイブヒガシトツカオーロラモールテン 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町537-1　西武東戸塚オーロラモール　6階
399 ユニクロ西武八尾店 ユニクロセイブヤオテン 581-0803 大阪府八尾市光町2-60　近鉄八尾駅前店　4階
400 ユニクロ世田谷上町店 ユニクロセタガヤカミマチテン 154-0017 東京都世田谷区世田谷2-4
401 ユニクロ世田谷千歳台店 ユニクロセタガヤチトセダイテン 157-0071 東京都世田谷区千歳台3-20-1　カリーノ千歳台1階
402 ユニクロセブンタウン小豆沢店 ユニクロセブンタウンアズサワテン 174-0051 東京都板橋区小豆沢3丁目9番5号　セブンタウン小豆沢　1階
403 ユニクロセブンパークアリオ柏店 ユニクロセブンパークアリオカシワテン 277-0922 千葉県柏市大島田950-1セブンパーク　アリオ柏　2Ｆ
404 ユニクロ仙川店 ユニクロセンガワテン 182-0002 東京都調布市仙川町1-50-2
405 ユニクロ仙台アエル店 ユニクロセンダイアエルテン 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1　アエル3階
406 ユニクロ仙台泉店 ユニクロセンダイイズミテン 981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字清水端200-5 
407 ユニクロ泉北店 ユニクロセンボクテン 599-8267 大阪府堺市中区八田寺町501-1
408 ユニクロ泉北パンジョ店 ユニクロセンボクパンジヨテン 590-0115 大阪府堺市南区茶山台1丁目3番1号　パンジョ4階

そ 409 ユニクロ草加花栗店 ユニクロソウカハナグリテン 340-0044 埼玉県草加市花栗4丁目1番2号
410 ユニクロ草加マルイ店 ユニクロソウカマルイテン 340-0015 埼玉県草加市高砂2-9-1　草加マルイ店地下1階
411 ユニクロそごう川口店 ユニクロソゴウカワグチテン 332-0017 埼玉県川口市栄町3-5-1　そごう川口店7階
412 ユニクロそごう千葉オーロラモールジュンヌ店 ユニクロソゴウチバオーロラモールジュンヌテン 260-0028 千葉県千葉市中央区新町1001番地　そごう千葉店・オーロラモールジュンヌＢ1階
413 ユニクロ曽根バイパス店 ユニクロソネバイパステン 800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2-1-22

た 414 ユニクロ太子店 ユニクロタイシテン 671-1524 兵庫県揖保郡太子町東保字神田170-3
415 ユニクロ大丸梅田店 ユニクロダイマルウメダテン 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店13階
416 ユニクロ高岡インター店 ユニクロタカオカインターテン 933-0837 富山県高岡市上北島110-1
417 ユニクロ高崎下之城店 ユニクロタカサキシモノジヨウテン 370-0854 群馬県高崎市下之城町182-1
418 ユニクロ高崎問屋町店 ユニクロタカサキトンヤマチテン 370-0006 群馬県高崎市問屋町2-11-5
419 ユニクロ高城店 ユニクロタカジヨウテン 870-0157 大分県大分市高城本町6番8号
420 ユニクロ高萩店 ユニクロタカハギテン 318-0021 茨城県高萩市安良川406
421 ユニクロ高松屋島店 ユニクロタカマツヤシマテン 761-0104 香川県高松市高松町2554-2
422 ユニクロ宝塚歌劇場前店 ユニクロタカラヅカカゲキジヨウマエテン 665-0844 兵庫県宝塚市武庫川町7-23
423 ユニクロ田川夏吉店 ユニクロタガワナツヨシテン 825-0004 福岡県田川市大字夏吉1418番1 
424 ユニクロ滝川イーストタウン店 ユニクロタキカワイーストタウンテン 073-0024 北海道滝川市東町2-44-8
425 ユニクロ武雄店 ユニクロタケオテン 843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和790
426 ユニクロ武生店 ユニクロタケフテン 915-0804 福井県越前市新保町2字6
427 ユニクロ太宰府店 ユニクロダザイフテン 818-0134 福岡県太宰府市大佐野2丁目16番1号
428 ユニクロ多治見店 ユニクロタジミテン 507-0052 岐阜県多治見市光ヶ丘5丁目29-1
429 ユニクロたつのこまち龍ケ崎モール店 ユニクロタツノコマチリュウガサキモールテン 301-0854 茨城県龍ケ崎市中里2丁目1番2
430 ユニクロ館林店 ユニクロタテバヤシテン 374-0041 群馬県館林市富士原町字富士原前1089-9
431 ユニクロ館山店 ユニクロタテヤマテン 294-0054 千葉県館山市湊201-2
432 ユニクロ田辺店 ユニクロタナベテン 646-0061 和歌山県田辺市上の山一丁目6番20号
433 ユニクロ多摩平店 ユニクロタマダイラテン 191-0062 東京都日野市多摩平 6-33-5



ち 434 ユニクロ秩父店 ユニクロチチブテン 368-0021 埼玉県秩父市下宮地町19-16 
435 ユニクロ茅野店 ユニクロチノテン 391-0001 長野県茅野市ちの字本田2620-1
436 ユニクロ千葉旭店 ユニクロチバアサヒテン 289-2511 千葉県旭市イ川端2787
437 ユニクロチャチャタウン小倉店 ユニクロチヤチヤタウンコクラテン 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1　チャチャタウン小倉ショッピングセンター内
438 ユニクロ長府店 ユニクロチョウフテン 752-0928 山口県下関市長府才川1-600 　サンタウン長府内

つ 439 ユニクロつかしん店 ユニクロツカシンテン 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1　ひがしまち　南館4階
440 ユニクロ津島崎店 ユニクロツシマザキテン 514-0002 三重県津市島崎町36
441 ユニクロ燕三条店 ユニクロツバメサンジヨウテン 955-0093 新潟県三条市大字下須頃187番
442 ユニクロ津山店 ユニクロツヤマテン 708-0006 岡山県津山市小田中1443-1
443 ユニクロ津ラッツ店 ユニクロツラツツテン 514-0815 三重県津市藤方716　ベイスクエア津内　ラッツ　1階
444 ユニクロ敦賀店 ユニクロツルガテン 914-0124 福井県敦賀市市野々町9-1

て 445 ユニクロテラスモール湘南店 ユニクロテラスモールシヨウナンテン 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3番1号　Terrace　Mall湘南　1階
と 446 ユニクロ東海店 ユニクロトウカイテン 476-0003 愛知県東海市荒尾町福部78

447 ユニクロ東金店 ユニクロトウガネテン 283-0003 千葉県東金市道庭字八島701-1
448 ユニクロ東急プラザ蒲田店 ユニクロトウキユウプラザカマタテン 144-0051 東京都大田区西蒲田7-69-1東急プラザ蒲田　5F 
449 ユニクロ東急プラザ戸塚店 ユニクロトウキユウプラザトツカテン 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16番地1東急プラザ戸塚　4階
450 ユニクロ東京ソラマチ店 ユニクロトウキヨウソラマチテン 131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 3階
451 ユニクロトキハインダストリー店 ユニクロトキハインダストリーテン 876-0037 大分県佐伯市大字長谷字エビセキ10846-1
452 ユニクロトキハわさだタウン店 ユニクロトキハワサダタウンテン 870-1155 大分県大分市玉沢楠本755-1　トキハわさだタウン3階
453 ユニクロ徳島藍住店 ユニクロトクシマアイズミテン 771-1221 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示26-1
454 ユニクロ徳島沖浜店 ユニクロトクシマオキノハマテン 770-8053 徳島県徳島市沖浜東1-3
455 ユニクロ徳山店 ユニクロトクヤマテン 745-0823 山口県周南市周陽1-1-25
456 ユニクロ所沢北中店 ユニクロトコロザワキタナカテン 359-1101 埼玉県所沢市北中2-180
457 ユニクロ栃木店 ユニクロトチギテン 328-0075 栃木県栃木市箱森町36番35号
458 ユニクロ砺波店 ユニクロトナミテン 939-1363 富山県砺波市太郎丸2-55
459 ユニクロ苫小牧店 ユニクロトマコマイテン 053-0052 北海道苫小牧市新開町4-1-4
460 ユニクロ富岡店 ユニクロトミオカテンテン 370-2316 群馬県富岡市富岡字北畠1888-1
461 ユニクロ富里インター店 ユニクロトミサトインターテン 286-0221 千葉県富里市七栄577-23
462 ユニクロ富山豊田店 ユニクロトヤマトヨタテン 931-8312 富山県富山市豊田本町一丁目 6番22号
463 ユニクロ富山ファボーレ店 ユニクロトヤマフアボーレテン 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165番地の1　フュチャーシティーファボーレ1階
464 ユニクロ富山山室店 ユニクロトヤマヤマムロテン 939-8006 富山県富山市山室284-7
465 ユニクロ豊岡店 ユニクロトヨオカテン 668-0023 兵庫県豊岡市加広町7-24
466 ユニクロ豊川御油店 ユニクロトヨカワゴユテン 441-0211 愛知県豊川市御油町字八面横30
467 ユニクロ豊田ＧＡＺＡ店 ユニクロトヨタギヤザテン 471-0027 愛知県豊田市喜多町1-140　GAZA内3階
468 ユニクロ豊田高橋店 ユニクロトヨタタカハシテン 471-0808 愛知県豊田市渋谷町3-38-12
469 ユニクロ豊中服部店 ユニクロトヨナカハツトリテン 561-0857 大阪府豊中市服部寿町3-18-3
470 ユニクロ豊中南桜塚店 ユニクロトヨナカミナミサクラヅカテン 561-0882 大阪府豊中市南桜塚3-7-15
471 ユニクロ豊橋大村店 ユニクロトヨハシオオムラテン 440-0081 愛知県豊橋市大村町字橋元32
472 ユニクロ豊橋前田南店 ユニクロトヨハシマエダミナミテン 440-0851 愛知県豊橋市前田南町1-6-2
473 ユニクロドリームタウン青森浜田店 ユニクロドリームタウンアオモリハマダテン 030-0843 青森県青森市浜田3-1-1
474 ユニクロトレッサ横浜店 ユニクロトレツサヨコハマテン 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地
475 ユニクロ十和田店 ユニクロトワダテン 034-0041 青森県十和田市大字相坂字小林22
476 ユニクロ富田林エコール・ロゼ店 ユニクロトンダバヤシエコールロゼテン 584-0083 大阪府富田林市小金台3丁目1番1

な 477 ユニクロ長尾店 ユニクロナガオテン 814-0123 福岡県福岡市城南区長尾1-13-34
478 ユニクロ中川富田店 ユニクロナカガワトミタテン 454-0953 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津字東乗江600 
479 ユニクロ長久手店 ユニクロナガクテテン 480-1146 愛知県長久手市片平1丁目1601番地
480 ユニクロ那珂店 ユニクロナカテン 311-0105 茨城県那珂市菅谷2650-1
481 ユニクロ長野稲葉店 ユニクロナガノイナバテン 380-0915 長野県長野市大字稲葉字上千田沖329番3
482 ユニクロ中野サンモール店 ユニクロナカノサンモールテン 164-0001 東京都中野区中野5-64-8　サンモール内
483 ユニクロ長野南店 ユニクロナガノミナミテン 388-8019 長野県長野市篠ノ井杵淵480-1 
484 ユニクロ中村本陣店 ユニクロナカムラホンジンテン 453-0035 愛知県名古屋市中村区十王町301
485 ユニクロ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 ユニクロナガレヤマオオタカノモリエスシーテン 270-0121 千葉県流山市西初石6-185-2　流山おおたかの森S・C　1階
486 ユニクロ流山店 ユニクロナガレヤマテン 270-0162 千葉県流山市大字木413番地
487 ユニクロ名古屋店 ユニクロナゴヤテン 450-6611 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-3JRゲートタワー 11F
488 ユニクロ名古屋みなと店 ユニクロナゴヤミナトテン 455-0057 愛知県名古屋市港区築盛町132
489 ユニクロ七尾店 ユニクロナナオテン 926-0816 石川県七尾市藤橋町戌4-1
490 ユニクロ名張店 ユニクロナバリテン 518-0773 三重県名張市希央台3番町24番地
491 ユニクロ名寄店 ユニクロナヨロテン 096-0071 北海道名寄市字徳田89-2
492 ユニクロ成田店 ユニクロナリタテン 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋150
493 ユニクロなんばマルイ店 ユニクロナンバマルイテン 542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-8-9　なんばマルイ店7階

に 494 ユニクロ新津店 ユニクロニイツテン 956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津5163番地-2
495 ユニクロ西陣店 ユニクロニシジンテン 602-8257 京都府京都市上京区中立売通大宮西入新元町216
496 ユニクロ西宮今津店 ユニクロニシノミヤイマヅテン 663-8226 兵庫県西宮市今津港町1番26号
497 ユニクロ西宮室川店 ユニクロニシノミヤムロカワテン 662-0863 兵庫県西宮市室川町9-4
498 ユニクロ西瑞江店 ユニクロニシミズエテン 132-0011 東京都江戸川区瑞江3-41-4
499 ユニクロ西大和店 ユニクロニシヤマトテン 636-0056 奈良県北葛城郡河合町西山台522-3
500 ユニクロ西淀川店 ユニクロニシヨドガワテン 555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町1-12-24
501 ユニクロ西脇店 ユニクロニシワキテン 677-0016 兵庫県西脇市高田井町1037番地
502 ユニクロ日南店 ユニクロニチナンテン 889-2536 宮崎県日南市吾田西4-7-28
503 ユニクロニトリモール東大阪店 ユニクロニトリモールヒガシオオサカテン 578-0947 大阪府東大阪市西岩田2丁目3番25号　ニトリモール東大阪　1階
504 ユニクロニトリモール宮崎店 ユニクロニトリモールミヤザキテン 880-0927 宮崎県宮崎市源藤町東田454番地ニトリモール内

ぬ 505 ユニクロ沼田店 ユニクロヌマタテン 378-0051 群馬県沼田市上原町1756-1
506 ユニクロ沼津店 ユニクロヌマヅテン 410-0053 静岡県沼津市寿町7番1号

ね 507 ユニクロ練馬駅北口店 ユニクロネリマエキキタグチテン 176-0001 東京都練馬区練馬1-17-1Coconeri 　2階
の 508 ユニクロ野田店 ユニクロノダテン 278-0021 千葉県野田市堤根新田246-1

509 ユニクロ野々市店 ユニクロノノイチテン 921-8806 石川県野々市市三日市2丁目14番地
は 510 ユニクロパークプレイス大分店 ユニクロパークプレイスオオイタテン 870-0174 大分県大分市公園通り西2丁目1番 パークプレイス大分1・2階 

511 ユニクロ萩店 ユニクロハギテン 758-0025 山口県萩市大字土原24-1
512 ユニクロ函館昭和タウンプラザ店 ユニクロハコダテシヨウワタウンプラザテン 041-0812 北海道函館市昭和1-29-8　函館昭和タウンプラザ内
513 ユニクロ橋本彩の台店 ユニクロハシモトアヤノダイテン 648-0019 和歌山県橋本市あやの台1-50-3
514 ユニクロ秦野店 ユニクロハダノテン 257-0012 神奈川県秦野市西大竹6-3
515 ユニクロ八王子台町店 ユニクロハチオウジダイマチテン 193-0931 東京都八王子市台町2-22-24
516 ユニクロ八戸湊高台店 ユニクロハチノヘミナトタカダイテン 031-0823 青森県八戸市湊高台5-3-1
517 ユニクロ花巻店 ユニクロハナマキテン 025-0062 岩手県花巻市上小舟渡11-1
518 ユニクロはにんす宜野湾店 ユニクロハニンスギノワンテン 901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-1400-16
519 ユニクロ羽曳野西浦店 ユニクロハビキノニシウラテン 583-0861 大阪府羽曳野市西浦2丁目1868-1
520 ユニクロ羽曳野陵南店 ユニクロハビキノリヨウナンテン 583-0881 大阪府羽曳野市島泉8-7-5
521 ユニクロ浜松入野店 ユニクロハママツイリノテン 432-8061 静岡県浜松市西区入野町9812-3
522 ユニクロ原町店 ユニクロハラマチテン 975-0037 福島県南相馬市原町区北原字境堀261　ビアフレスコ内
523 ユニクロパルティフジ坂店 ユニクロパルテイフジサカテン 731-4312 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜3-2-11
524 ユニクロ阪急西宮ガーデンズ店 ユニクロハンキユウニシノミヤガーデンズテン 663-8204 兵庫県西宮市高松町14-2　4階
525 ユニクロ阪急山田店 ユニクロハンキユウヤマダテン 565-0824 大阪府吹田市山田西4-1-2-207　Dew阪急山田2階

ひ 526 ユニクロビアレ横浜並木店 ユニクロビアレヨコハマナミキテン 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-2　ビアレヨコハマ新館2階
527 ユニクロピーコック自由が丘店 ユニクロピーコツクジユウガオカテン 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-15-4　ピーコック自由が丘店　2階・3階
528 ユニクロピーコックストア千里中央店 ユニクロピーコックストアセンリチュウオウテン 560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-1-1 　5階
529 ユニクロピオニウォーク東松山店 ユニクロピオニウオークヒガシマツヤマテン 355-0048 埼玉県東松山市あずま町4丁目3番地 ピオニウォーク2階
530 ユニクロピオレ姫路店 ユニクロピオレヒメジテン 670-0927 兵庫県姫路市駅前町188番地1 ピオレ姫路 5F
531 ユニクロ東尾道店 ユニクロヒガシオノミチテン 729-0141 広島県尾道市高須町字西新涯5766-1 
532 ユニクロ東久留米クルネ店 ユニクロヒガシクルメクルネテン 203-0041 東京都東久留米市野火止1丁目3番3号　東久留米ショッピングセンター　クルネ2階
533 ユニクロ東習志野店 ユニクロヒガシナラシノテン 275-0001 千葉県習志野市東習志野7丁目1-1
534 ユニクロ東根店 ユニクロヒガシネテン 999-3730 山形県東根市中央南二丁目2番1号
535 ユニクロ東広島店 ユニクロヒガシヒロシマテン 739-0013 広島県東広島市西条御条町1-23
536 ユニクロ東伏見店 ユニクロヒガシフシミテン 202-0014 東京都西東京市富士町4-3-4
537 ユニクロ東大和店 ユニクロヒガシヤマトテン 207-0021 東京都東大和市立野3-1344-1
538 ユニクロ東淀川店 ユニクロヒガシヨドガワテン 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新1-1-32
539 ユニクロ氷上店 ユニクロヒカミテン 669-3466 兵庫県丹波市氷上町稲継71-6
540 ユニクロ光店 ユニクロヒカリテン 743-0021 山口県光市浅江4-1-7-2　浅江ショッピングセンター内
541 ユニクロひたちなかニューポート店 ユニクロヒタチナカニユーポートテン 312-0005 茨城県ひたちなか市新光町35-1
542 ユニクロ日立成沢店 ユニクロヒタチナルサワテン 316-0033 茨城県日立市中成沢町2-37-13



543 ユニクロ日田店 ユニクロヒタテン 877-0000 大分県日田市大字友田802-1
544 ユニクロビナフロント海老名店 ユニクロビナフロントエビナテン 243-0432 神奈川県海老名市中央1-2-2ビナフロント3・4F
545 ユニクロビバモール寝屋川店 ユニクロビバモールネヤガワテン 572-0855 大阪府寝屋川市寝屋南ニ丁目22番2号　ビバモール寝屋川　モール棟
546 ユニクロひばりが丘タウンプラザ店 ユニクロヒバリガオカタウンプラザテン 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条2―2―2　ひばりが丘タウンプラザ内
547 ユニクロ姫路飾磨店 ユニクロヒメジシカマテン 672-8074 兵庫県姫路市飾磨区加茂203-1
548 ユニクロ姫路辻井店 ユニクロヒメジツジイテン 670-0083 兵庫県姫路市辻井1-12-26
549 ユニクロ日向店 ユニクロヒユウガテン 883-0068 宮崎県日向市亀崎西1-62
550 ユニクロ枚方大峰南店 ユニクロヒラカタオオミネミナミテン 573-0145 大阪府枚方市大峰南町5番20号
551 ユニクロ平塚田村店 ユニクロヒラツカタムラテン 254-0013 神奈川県平塚市田村1丁目5番12号 
552 ユニクロヒルズウォーク徳重ガーデンズ店 ユニクロヒルズウオークトクシゲガーデンズテン 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地44ヒルズウォーク徳重ガーデンズ 2階
553 ユニクロ弘前神田店 ユニクロヒロサキカンダテン 036-8061 青森県弘前市大字神田4丁目3-2
554 ユニクロ弘前城東店 ユニクロヒロサキジヨウトウテン 036-8087 青森県弘前市大字早稲田3-1-3
555 ユニクロ広島アルパーク店 ユニクロヒロシマアルパークテン 733-0834 広島県広島市西区草津新町2-26-1　アルパーク東棟1階
556 ユニクロ広島八丁堀店 ユニクロヒロシマハツチヨウボリテン 730-0021 広島県広島市中区胡町5-22 天満屋八丁堀ビル6F 
557 ユニクロ広島八木店 ユニクロヒロシマヤギテン 731-0101 広島県広島市安佐南区八木1-21-1

ふ 558 ユニクロフェアモール福井店 ユニクロフエアモールフクイテン 910-0836 福井県福井市大和田二丁目1230番地　フェアモール福井アピタ棟1階
559 ユニクロフェニックスガーデンうきのじょう店 ユニクロフエニツクスガーデンウキノジョウテン 880-0844 宮崎県宮崎市柳丸町165
560 ユニクロフォルテ深谷店 ユニクロフオルテフカヤテン 366-0042 埼玉県深谷市東方町3丁目35-1 
561 ユニクロフォレオ大阪ドームシティ店 ユニクロフオレオオオサカドームシティテン 550-0025 大阪府大阪市西区九条南1-12-33　1階
562 ユニクロフォレオ大津一里山店 ユニクロフオレオオオツイチリヤマテン 520-2153 滋賀県大津市一里山7丁目1-12F
563 ユニクロフォレオにいはま店 ユニクロフオレオニイハマテン 792-0007 愛媛県新居浜市前田町3番2号
564 ユニクロ福井運動公園前店 ユニクロフクイウンドウコウエンマエテン 918-8054 福井県福井市加茂河原町30-3
565 ユニクロ福岡新宮店 ユニクロフクオカシングウテン 811-0120 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前2丁目5番1号 
566 ユニクロ福崎店 ユニクロフクサキテン 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3143-1
567 ユニクロ福島黒岩店 ユニクロフクシマクロイワテン 960-8153 福島県福島市黒岩字素利町27-1
568 ユニクロ福島南沢又店 ユニクロフクシマミナミサワマタテン 960-8056 福島県福島市八島田字琵琶渕83番
569 ユニクロ福知山店 ユニクロフクチヤマテン 620-0933 京都府福知山市東羽合町149
570 ユニクロ福山駅家店 ユニクロフクヤマエキヤテン 720-1132 広島県福山市駅家町倉光141-1
571 ユニクロ福山新涯店 ユニクロフクヤマシンガイテン 721-0958 広島県福山市西新涯2-10-17
572 ユニクロ福山明神店 ユニクロフクヤマミヨウジンテン 721-0961 広島県福山市明神町1丁目10-25
573 ユニクロ藤枝店 ユニクロフジエダテン 426-0074 静岡県藤枝市水上字池端3-1
574 ユニクロ藤岡店 ユニクロフジオカテン 375-0054 群馬県藤岡市上大塚313
575 ユニクロ藤沢オーパ店 ユニクロフジサワオーパテン 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢22-3藤沢OPA　8階
576 ユニクロ藤沢プラザ店 ユニクロフジサワプラザテン 251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東1-2　藤沢プラザ1階
577 ユニクロ富士店 ユニクロフジテン 417-0055 静岡県富士市永田町2-96
578 ユニクロ伏見店 ユニクロフシミテン 612-8454 京都府京都市伏見区竹田泓ノ川町1
579 ユニクロ富士吉田店 ユニクロフジヨシダテン 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田6683
580 ユニクロ二子玉川ドッグウッドプラザ店 ユニクロフタゴタマガワドッグウッドプラザテン 158-0094 東京都世田谷区玉川二丁目23番1号二子玉川ドッグウッドプラザ3-4F
581 ユニクロ府中フォーリス店 ユニクロフチユウフオーリステン 183-0023 東京都府中市宮町1-41-1 フォレストサイドビル　フォーリス3階
582 ユニクロプライムツリー赤池店 ユニクロプライムツリーアカイケテン 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 プライムツリー赤池　1F
583 ユニクロプランタン銀座店 ユニクロプランタンギンザテン 104-0061 東京都中央区銀座3-2-1マロニエゲート銀座2　7階
584 ユニクロＢＲＡＮＣＨ神戸学園都市店 ユニクロブランチコウベガクエントシテン 655-0009 兵庫県神戸市垂水区小束山手2丁目2-1 BRANCH神戸学園都市　2F
585 ユニクロ古川南店 ユニクロフルカワミナミテン 989-6223 宮城県大崎市古川穂波7丁目2番12号　アクロスプラザ古川南内
586 ユニクロブルメールＨＡＴ神戸店 ユニクロブルメールハツトコウベテン 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2
587 ユニクロフルルガーデン八千代店 ユニクロフルルガーデンヤチヨテン 276-0029 千葉県八千代市村上南1丁目4番地1
588 ユニクロフレスタモール岩国店 ユニクロフレスタモールイワクニテン 740-0021 山口県岩国市室の木1丁目2番38号 フレスタモールカジル岩国
589 ユニクロフレスポ赤道店 ユニクロフレスポアカミチテン 950-0063 新潟県新潟市東区上王瀬町2-46
590 ユニクロフレスポ小田原シティーモール店 ユニクロフレスポオダワラシテイーモールテン 256-0813 神奈川県小田原市前川120フレスポ小田原シティーモール南館2階
591 ユニクロフレスポ帯広稲田店 ユニクロフレスポオビヒロイナダテン 080-0831 北海道帯広市稲田町南9線西11-1
592 ユニクロフレスポ国分店 ユニクロフレスポコクブテン 899-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬2丁目4番1号　フレスポ国分　1階
593 ユニクロフレスポ高山店 ユニクロフレスポタカヤマテン 506-0025 岐阜県高山市天満町1丁目5番8 
594 ユニクロフレスポ中標津店 ユニクロフレスポナカシベツテン 086-1017 北海道標津郡中標津町東17条南10-2
595 ユニクロフレスポ中津北店 ユニクロフレスポナカツキタテン 871-0001 大分県中津市大字大新田287番１　フレスポ中津北SC1階
596 ユニクロフレスポ東大阪店 ユニクロフレスポヒガシオオサカテン 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64
597 ユニクロフレスポ府中店 ユニクロフレスポフチユウテン 183-0046 東京都府中市西原町1-6-2 フレスポ府中内1階
598 ユニクロフレスポ本荘店 ユニクロフレスポホンジヨウテン 015-0011 秋田県由利本荘市石脇字田頭162
599 ユニクロフレスポ八潮店 ユニクロフレスポヤシオテン 340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目1番地3
600 ユニクロフレスポ山形北店 ユニクロフレスポヤマガタキタテン 990-0885 山形県山形市嶋北2丁目5番17号　フレスポ山形北
601 ユニクロプレ葉ウォーク浜北店 ユニクロプレハウオークハマキタテン 434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地 プレ葉ウォーク浜北2階

へ 602 ユニクロベイフロント蘇我店 ユニクロベイフロントソガテン 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町57番5号
603 ユニクロベスタ狭山店 ユニクロベスタサヤマテン 350-1305 埼玉県狭山市入間川1023-1
604 ユニクロベルファ都島店 ユニクロベルフアミヤコジマテン 534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34　ベルファ都島2階

ほ 605 ユニクロ保免店 ユニクロホウメンテン 790-0042 愛媛県松山市保免中1-4-16
606 ユニクロホームズ葛西店 ユニクロホームズカサイテン 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-6　ホームズ葛西店2階
607 ユニクロホームズ蘇我店 ユニクロホームズソガテン 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町55-3　ホームズ蘇我店2階
608 ユニクロホームズ寝屋川店 ユニクロホームズネヤガワテン 572-0028 大阪府寝屋川市日新町3-16　ホームズ2階
609 ユニクロ星が丘テラス店 ユニクロホシガオカテラステン 464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町16-50　星が丘テラスＷＥＳＴ棟2階
610 ユニクロポップタウン住道オペラパーク店 ユニクロポツプタウンスミノドウオペラパークテン 574-0046 大阪府大東市赤井1丁目4番3号　ポップタウン住道オペラパーク　2階
611 ユニクロ本厚木ミロード店 ユニクロホンアツギミロードテン 243-0018 神奈川県厚木市中町2-2-1本厚木ミロード2　2階
612 ユニクロ本庄店 ユニクロホンジヨウテン 367-0055 埼玉県本庄市若泉2丁目5番23号

ま 613 ユニクロＭＡＲＫＩＳ静岡店 ユニクロマークイズシズオカテン 420-0821 静岡県静岡市葵区柚木191 MARK IS 静岡 2F
614 ユニクロＭＡＲＫＩＳみなとみらい店 ユニクロマークイズミナトミライテン 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目5番1号 MARK IS みなとみらい2F
615 ユニクロマーケットシティ桐生店 ユニクロマーケツトシテイキリユウテン 376-0011 群馬県桐生市相生町1-124-1
616 ユニクロマーゴ関店 ユニクロマーゴセキテン 501-3936 岐阜県関市倉知516　サンサンシティ・マーゴ2階
617 ユニクロ前橋総社店 ユニクロマエバシソウジヤテン 371-0856 群馬県前橋市総社町高井字十郎89-1
618 ユニクロ益田店 ユニクロマスダテン 698-0041 島根県益田市高津7-18-20
619 ユニクロ町田鶴川店 ユニクロマチダツルカワテン 195-0053 東京都町田市能ヶ谷7丁目2番7号
620 ユニクロ松阪店 ユニクロマツザカテン 515-0011 三重県松阪市高町288
621 ユニクロ松屋浅草店 ユニクロマツヤアサクサテン 111-0033 東京都台東区花川戸1-4-1　松屋浅草支店3階
622 ユニクロ松山久米店 ユニクロマツヤマクメテン 791-1102 愛媛県松山市来住町818-1
623 ユニクロ松山谷町店 ユニクロマツヤマタニマチテン 791-8002 愛媛県松山市谷町109
624 ユニクロマルイファミリー溝口店 ユニクロマルイフアミリーミゾノクチテン 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1マルイファミリー溝口6階

み 625 ユニクロミーナ京都店 ユニクロミーナキヨウトテン 604-8031 京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地　5階・6階
626 ユニクロミーナ津田沼店 ユニクロミーナツダヌマテン 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-3-1　ミーナ津田沼　6・7階
627 ユニクロミーナ天神店 ユニクロミーナテンジンテン 810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-3-8　ミーナ天神　5階・6階
628 ユニクロミーナ町田店 ユニクロミーナマチダテン 194-0013 東京都町田市原町田4丁目1番17号 　ミーナ町田　6-7階
629 ユニクロミウィ橋本店 ユニクロミウイハシモトテン 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1ミウィ橋本　4階
630 ユニクロ三重川越店 ユニクロミエカワゴエテン 510-8121 三重県三重郡川越町大字高松37　川越ショッピングセンター内
631 ユニクロ三木店 ユニクロミキテン 673-0403 兵庫県三木市末広3丁目13番22号
632 ユニクロ水沢カルチャーパークあてるい店 ユニクロミズサワカルチヤーパークアテルイテン 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字東沖ノ目123
633 ユニクロミスターマックス湘南藤沢店 ユニクロミスターマツクスシヨウナンフジサワテン 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5
634 ユニクロ三鷹新川店 ユニクロミタカシンカワテン 181-0004 東京都三鷹市新川2-11-1
635 ユニクロ水戸姫子店 ユニクロミトヒメゴテン 311-4151 茨城県水戸市姫子1-826-1
636 ユニクロ南アルプスビッグステージ店 ユニクロミナミアルプスビッグステージテン 400-0221 山梨県南アルプス市在家塚474
637 ユニクロ南砂町ＳＣスナモ店 ユニクロミナミスナマチエスシースナモテン 136-0075 東京都江東区新砂三丁目4番31号　南砂町ショッピングセンター　SUNAMO2階
638 ユニクロ南松本店 ユニクロミナミマツモトテン 399-0014 長野県松本市平田東3丁目1番2号
639 ユニクロ南吉成店 ユニクロミナミヨシナリテン 989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成3-1-24　南吉成タウンプラザ内
640 ユニクロみのおキューズモール店 ユニクロミノオキユーズモールテン 562-0034 大阪府箕面市西宿一丁目12番8号 EAST3－2階
641 ユニクロ美濃加茂店 ユニクロミノカモテン 505-0036 岐阜県美濃加茂市山手町2-46
642 ユニクロミハマニューポートリゾート店 ユニクロミハマニユーポートリゾートテン 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港32-6-6
643 ユニクロ三原店 ユニクロミハラテン 723-0051 広島県三原市宮浦3-35-11
644 ユニクロ都城店 ユニクロミヤコノジヨウテン 885-0012 宮崎県都城市上川東4-5983
645 ユニクロ三次店 ユニクロミヨシテン 728-0017 広島県三次市南畑敷町239-3
646 ユニクロ三芳店 ユニクロミヨシテン 354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保652-1
647 ユニクロみらい長崎ココウォーク店 ユニクロミライナガサキココウオークテン 852-8104 長崎県長崎市茂里町1番55号　みらい長崎ココウォーク　3階

む 648 ユニクロ武蔵小杉東急スクエア店 ユニクロムサシコスギトウキユウスクエアテン 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-472 武蔵小杉東急スクエア4階
649 ユニクロ武蔵中原店 ユニクロムサシナカハラテン 211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中3-7-3
650 ユニクロむつ苫生店 ユニクロムツトマブテン 035-0041 青森県むつ市金曲1-2-6　苫生モール内
651 ユニクロ室蘭東町店 ユニクロムロランヒガシマチテン 050-0083 北海道室蘭市東町1-11-4　弥生ショッピングセンター内



め 652 ユニクロ女池店 ユニクロメイケテン 950-0945 新潟県新潟市中央区女池上山二丁目1番14号
653 ユニクロ姪浜店 ユニクロメイノハマテン 819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南2丁目25番22号 
654 ユニクロメガステージ白河店 ユニクロメガステージシラカワテン 961-0853 福島県白河市字新高山26-1　メガステージ白河ＳＣ内
655 ユニクロメグリア本店 ユニクロメグリアホンテン 471-0833 愛知県豊田市山之手8丁目92番地　トヨタメグリア本店2階
656 ユニクロメッツ大曽根店 ユニクロメツツオオゾネテン 461-0040 愛知県名古屋市東区矢田2-1-95　メッツ大曽根2階
657 ユニクロメルシティ潟上店 ユニクロメルシテイカタガミテン 018-1504 秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤敷76番10

も 658 ユニクロ真岡店 ユニクロモオカテン 321-4337 栃木県真岡市上高間木3-5-1
659 ユニクロｍｏｚｏワンダーシティ店 ユニクロモゾワンダーシテイテン 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番　MOZOワンダーシティ4階
660 ユニクロ茂原店 ユニクロモバラテン 297-0028 千葉県茂原市道表16-1  
661 ユニクロＭＯＭＯテラス店 ユニクロモモテラステン 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32　MOMOテラス　2F
662 ユニクロモラージュ菖蒲店 ユニクロモラージユシヨウブテン 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 
663 ユニクロ盛岡インター店 ユニクロモリオカインターテン 020-0148 岩手県盛岡市前潟2-3-12
664 ユニクロ盛岡都南店 ユニクロモリオカトナンテン 020-0831 岩手県盛岡市三本柳9地割40-1
665 ユニクロモレラ岐阜店 ユニクロモレラギフテン 501-0406 岐阜県本巣市三橋1100番 1階

や 666 ユニクロ焼津店 ユニクロヤイヅテン 425-0036 静岡県焼津市西小川1-12-4
667 ユニクロ八尾青山店 ユニクロヤオアオヤマテン 581-0081 大阪府八尾市南本町1-10-5
668 ユニクロ八街店 ユニクロヤチマタテン 289-1104 千葉県八街市文違301-4451

ゆ 669 ユニクロ行橋店 ユニクロユクハシテン 824-0031 福岡県行橋市西宮市1-12-8
670 ユニクロゆめシティ新下関店 ユニクロユメシティシンシモノセキテン 751-0869 山口県下関市伊倉新町3-1 　ゆめシティ新下関3階
671 ユニクロゆめタウン大牟田店 ユニクロユメタウンオオムタテン 836-0807 福岡県大牟田市旭町2丁目28-1　ゆめタウン大牟田SC　2階
672 ユニクロゆめタウン久留米店 ユニクロユメタウンクルメテン 839-0865 福岡県久留米市新合川1-2-1ゆめタウン久留米 2F
673 ユニクロゆめタウン佐賀店 ユニクロユメタウンサガテン 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14番1号 ゆめタウン佐賀 1F
674 ユニクロゆめタウン高松店 ユニクロユメタウンタカマツテン 761-8056 香川県高松市上天神町高田326-1　東館2、3階
675 ユニクロゆめタウン徳島店 ユニクロユメタウントクシマテン 771-1201 徳島県板野郡藍住町奥野字中須　ゆめタウン徳島　
676 ユニクロゆめタウン博多店 ユニクロユメタウンハカタテン 812-0055 福岡県福岡市東区東浜1-1-1　ゆめタウン博多SC1階
677 ユニクロゆめタウン廿日市店 ユニクロユメタウンハツカイチテン 738-0023 広島県廿日市市下平良二丁目2番-1ゆめタウン廿日市
678 ユニクロゆめタウンはません店 ユニクロユメタウンハマセンテン 862-0965 熊本県熊本市南区田井島1-2-1ゆめタウンはません 3F
679 ユニクロゆめタウン光の森店 ユニクロユメタウンヒカリノモリテン 869-1108 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　2階
680 ユニクロゆめタウン広島店 ユニクロユメタウンヒロシマテン 734-0007 広島県広島市南区皆実町2丁目8-17　ゆめタウン広島　3階
681 ユニクロゆめタウン別府店 ユニクロユメタウンベツプテン 874-0943 大分県別府市楠町382-7　ゆめタウン別府　3階
682 ユニクロゆめタウン丸亀店 ユニクロユメタウンマルガメテン 763-0055 香川県丸亀市新田町150　2階
683 ユニクロゆめタウン八代店 ユニクロユメタウンヤツシロテン 866-0045 熊本県八代市建馬町3-1
684 ユニクロゆめタウン夢彩都店 ユニクロユメタウンユメサイトテン 850-0035 長崎県長崎市元船町10-1　ゆめタウン夢彩都　3階
685 ユニクロゆめモール柳川店 ユニクロユメモールヤナガワテン 832-0827 福岡県柳川市三橋町蒲船津地内34街区29画地ゆめモール柳川

よ 686 ユニクロ横須賀大津店 ユニクロヨコスカオオツテン 239-0808 神奈川県横須賀市大津町1-22-18
687 ユニクロ横浜伊勢佐木モール店 ユニクロヨコハマイセザキモールテン 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-7-6　井門伊勢佐木ビル　B1階－2階
688 ユニクロ横浜江田店 ユニクロヨコハマエダテン 225-0015 神奈川県横浜市青葉区荏田北3-4-8
689 ユニクロ横浜下瀬谷店 ユニクロヨコハマシモセヤテン 246-0035 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2-15-9
690 ユニクロ横浜ビブレ店 ユニクロヨコハマビブレテン 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-15-13　横浜ビブレ7階
691 ユニクロ横浜二俣川店 ユニクロヨコハマフタマタガワテン 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-68-1
692 ユニクロ四日市日永店 ユニクロヨツカイチヒナガテン 510-0886 三重県四日市市日永東1-1-17
693 ユニクロ四街道店 ユニクロヨツカイドウテン 284-0001 千葉県四街道市大日422-6
694 ユニクロ米子新開店 ユニクロヨナゴシンカイテン 683-0801 鳥取県米子市新開2-3-5
695 ユニクロ米沢店 ユニクロヨネザワテン 992-0047 山形県米沢市徳町141

ら 696 ユニクロラクト山科店 ユニクロラクトヤマシナテン 607-8080 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91
697 ユニクロラザウォーク甲斐双葉店 ユニクロラザウオークカイフタバテン 400-0107 山梨県甲斐市志田字柿木645-1番地　2階
698 ユニクロラスカ茅ヶ崎店 ユニクロラスカチガサキテン 253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町1番1号ラスカ茅ヶ崎5階
699 ユニクロＬａＬａテラス南千住店 ユニクロララテラスミナミセンジユテン 116-0003 東京都荒川区南千住4-7-2　LaLaテラス南千住　2階

り 700 ユニクロリーフウォーク稲沢店 ユニクロリーフウオークイナザワテン 492-8142 愛知県稲沢市長野7丁目1-2　リーフウォーク稲沢2階
701 ユニクロリヴィンオズ大泉店 ユニクロリヴインオズオオイズミテン 178-0063 東京都練馬区東大泉2-10-11リヴィンオズ大泉4階 
702 ユニクロリヴィン光が丘店 ユニクロリヴインヒカリガオカテン 179-0072 東京都 練馬区光が丘5-1-1 リヴィン光が丘 6階
703 ユニクロリバーサイド千秋店 ユニクロリバーサイドセンシユウテン 940-2108 新潟県長岡市千秋2丁目278番地　リバーサイド千秋（アピタ長岡）　2階

る 704 ユニクロルクアイーレ店 ユニクロルクアイーレテン 530-8558　 大阪市北区梅田3-1-3
れ 705 ユニクロレイクウォーク岡谷店 ユニクロレイクウオークオカヤテン 394-0022 長野県岡谷市銀座1丁目1番5号レイクウォーク岡谷　1F
わ 706 ユニクロワカバウォーク店 ユニクロワカバウオークテン 350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目2番1号ワカバウォーク2階

707 ユニクロ若林荒井店 ユニクロワカバヤシアライテン 984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字屋敷41


