
グランサックス 亀有アリオ店 東京都葛飾区亀有3-49-3 アリオ亀有アリオモール 2F

グランサックス 葛西アリオ店 東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー アリオ葛西店 1F

グランサックス 木場IY店 東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場 2F

サックスバー 青海ダイバーシティ店 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 5F

グランサックス 北砂店 東京都江東区北砂2-1-10 アリオ北砂 2F

サックスバー 豊洲ららぽーと店 東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽーと豊洲 2F

グランサックス 亀戸店 東京都江東区亀戸5-1-1 アトレ亀戸 3F

サックスバー アナザーラウンジ 新橋店 東京都港区新橋2丁目東口地下街1号 ウィング新橋 B1F

クラチカ バイ ポーター 東京ミッドタウン店 東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン プラザ B1F

ドラスティック ザ バゲージ 恵比寿駅店 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿 5F

ラパックス 笹塚店 東京都渋谷区笹塚1-48-14 笹塚ショッピングモール 1F

ボーアトゥ 荻窪タウンセブン店 東京都杉並区上荻1-9-1 荻窪タウンセブン 1F

エキソラ 丸の内グランスタ店 東京都千代田区丸の内1-9-1 グランスタ丸の内 改札外 B1F

サックステーション 東京駅店 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F 北通り

ドラスティック ザ バゲージ 新丸ビル店 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 4F

アマトーネ アクセソリーオ 飯田橋店 東京都千代田区飯田橋4-25-1 セントラルプラザ 1F

グランサックス 飯田橋店 東京都千代田区飯田橋4-25-1 セントラルプラザ 1F

サックスバー 東京駅店 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F 北通り

サックスバー ジーン 西新井アリオ店 東京都足立区西新井栄町1-20-1 アリオ西新井 1F

サックスバー 西新井アリオ店 東京都足立区西新井栄町1-20-1 アリオ西新井 2F

グランサックス 蒲田グランデュオ店 東京都大田区西蒲田7-68-1 グランデュオ西館 6F

吉田カバンコーナー 蒲田グランデュオ店 東京都大田区蒲田5-13-1 グランデュオ東館 2F

ドラスティック ザ バゲージ 羽田空港店 東京都大田区 羽田空港3-4-2 第2ターミナルビル1F 

コラージュ 大森ＩＹ店 東京都大田区大森北2-13-2 イトーヨーカドー大森店 1F

クールサックス 大森店 東京都大田区大森北1-6-16 アトレ大森 3F

エフィー コレド室町店 東京都中央区日本橋室町1-5-5 コレド室町3　3F

グランサックス 大井町アトレ店 東京都品川区大井1-2-1 アトレ 大井町 4F

ラパックス 大井町店 東京都品川区大井1-3-6 イトーヨーカドー大井町店 3F

サックスバー 池袋サンシャイン店 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャインシティ専門店街アルパ 1F

アマトーネ アクセソリーオ 池袋サンシャイン店 東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ B1F

アーマ 赤羽店 東京都北区赤羽西1-5-1 アピレ 1F

アマトーネ アクセソリーオ 赤羽店 東京都北区赤羽西1-6-1-101 ビビオ 1F

バゲージ ギャラリー 東京ソラマチ店 東京都墨田区押上1-1-2 東京ソラマチ イーストヤード 4F

キソラ 東京ソラマチ店 東京都墨田区押上1-1-2 東京ソラマチ 東街区1F

ボーアトゥ 国分寺駅店 東京都国分寺市南町3-20-3 セレオ国分寺 3F

グランサックス 武蔵小金井店 東京都小金井市本町6-14-9 イトーヨーカドー武蔵小金井 2F

サックスバー アナザーラウンジ 昭島店 東京都昭島市田中町562-1 モリタウン 1F

ラパックス ワールド 瑞穂ザモール店 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根字高根新田623 ザ・モールみずほ16/1F

サックスバー ジーン 日の出店 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3 イオンモール日の出店 2F

こちらの情報は2020年4月10日（金）18時現在の情報になります。

新型コロナウィルスの感染状況により急遽臨時休業になる場合がございます。

店舗へお越し頂く際は事前のご確認をお願い致します。

お客様と従業員の安全を考慮し、少しでも早い収束を願っております。

臨時休業中の店舗一覧

東京都



サックスバー 日の出店 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3 イオンモール日の出店 1F

ラパックス ワールド 多摩永山店 東京都多摩市永山1-4 グリナード永山 2F

エフィーズ クローゼット 町田東急ツインズ店 東京都町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズ 2F

エフィーズ クローゼット 調布トリエ店 東京都調布市布田4-4-22 トリエ京王調布 2F

ドゥ サックス 国領店 東京都調布市国領町8-2-64 イトーヨーカドー国領店 2F

サックスバー アナザーラウンジ 多摩平の森店 東京都日野市多摩平2-4-1 イオンモール多摩平の森 2F

グランサックス 高尾店 東京都八王子市東浅川町550-1 イーアス高尾 1F

サックスバー ジーン 八王子駅店 東京都八王子市旭町1-1 セレオ八王子北館 3F

ドラスティック ザ バゲージ 八王子駅店 東京都八王子市旭町1-1 セレオ八王子北館 5F

サックスバー 武蔵村山店 東京都武蔵村山市榎1-1-3 イオンモールむさし村山 1F

グランサックス 武蔵境店 東京都武蔵野市境南町2-3-6 イトーヨーカドー武蔵境店 4F

サックスバー 立川立飛ららぽーと店 東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛　1F

アマトーネ アクセソリーオ つくば研究学園店 茨城県つくば市研究学園5-19 イーアスつくば 2F

グランサックス つくば研究学園店 茨城県つくば市研究学園5-19 イーアスつくば 2F

エフィーズ クローゼット さいたま新都心店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ1 2F

サックスバー アナザーラウンジ さいたま新都心店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーン2　2F

サックスバー アナザーラウンジ 浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1 イオンモール浦和美園 2F

アマトーネ アクセソリーオ さいたま新都心店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーン1 2F

サックスバー 大宮ステラタウン店 埼玉県さいたま市北区宮原1-854-1 ステラモール2F

キソラ 羽生イオンモール店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生 1F

バグスグルーヴ 羽生イオンモール店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生SC 2F

ラヴ サックス 越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori 2F

サックスバー プチコレクト 越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウン kaze A街区 2F

サックスバー 越谷レイクタウンアウトレット店 埼玉県越谷市レイクタウン4-1-1 イオンレイクタウンアウトレット 1F

サックスバー アナザーラウンジ 越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンMORI 2F

バージョニー 越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKAZE A街区 2F

サックスバー ジーン 越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKAZE A街区 1F

ラパックス 新越谷店 埼玉県越谷市南越谷1-11-4 ヴァリエ 2F

グランサックス 鷲宮アリオ店 埼玉県久喜市久本寺谷田7-1 アリオ鷲宮 1F

グランサックス 熊谷駅店 埼玉県熊谷市筑波2-115 熊谷ステーションビルアズ 3F

ラパックス 熊谷店 埼玉県熊谷市銀座2-245 ニットーモール 2F

サックスバー アナザーラウンジ 北戸田店 埼玉県戸田市美女木東1 イオンモール北戸田 3F

サックスバー 新三郷ららぽーと店 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 1F

サックスバー アナザーラウンジ 春日部イオンモール店 埼玉県春日部市下柳字森田420-1 イオンモール春日部 2F

サックスバー 所沢グランエミオ店 埼玉県所沢市くすのき台1-14-4 グランエミオ所沢 3F

エフィーズ クローゼット 所沢グランエミオ店 埼玉県所沢市くすのき台1-14-4 グランエミオ所沢 2F

グランサックス 上尾アリオ店 埼玉県上尾市大字壱丁目367番地 上尾アリオ 1F

アマトーネ アクセソリーオ アリオ深谷店 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14 アリオ深谷 1F

グランサックス　深谷店 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14 深谷上柴ショッピングセンター 1F

サックスバー ジーン 川越マルヒロ店 埼玉県川越市脇田町105番地 川越アトレマルヒロ 2F

サックスバー アナザーラウンジ 川越アトレマルヒロ店 埼玉県川越市脇田町105番地 川越アトレマルヒロ 5F

アマトーネ アクセソリーオ 川口前川イオンモール店 埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川 2F

グランサックス 川口ララガーデン店 埼玉県川口市宮町18-9 ララガーデン川口 1F

グランサックス 川口アリオ店 埼玉県川口市並木元町1-79 アリオ川口 2F

グランサックス 草加ヴァリエ店 埼玉県草加市氷川町1970 草加ヴァリエ2 1F

サックスバー 富士見ららぽーと店 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見 1F

ラパックス ワールド 八潮店 埼玉県八潮市大瀬1-1-3 フレスポ八潮 2F

茨城県

埼玉県



グランサックス ユーカリが丘イオンタウン店 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 イオンタウンユーカリが丘 東街区 1F

ラパックス ワールド 四街道店 千葉県四街道市中央5 イトーヨーカドー四街道 1F

アマトーネアクセソリーオ 市原アリオ店 千葉県市原市更科4-3-1 アリオ市原 2F

グランサックス 市原アリオ店 千葉県市原市更科4-3-1 アリオ市原 1F

グランサックス 市川店 千葉県市川市鬼高1-1-1 ニッケコルトンプラザ 2F

サックスバー 松戸テラスモール店 千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1 テラスモール松戸 3F

サックスバー 成田空港第2店 千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港第2ターミナル本館4F

エキソラ 千葉ペリエ店 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉 5F

サックスバー プラス 幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心 グランドモール 2F　

グランサックス 蘇我アリオ店 千葉県千葉市中央区川崎52-7 アリオ蘇我 1F

グランサックス 鎌取店 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16-1 イオン鎌取店 2F

グランサックス 銚子店 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 イオンモール銚子 1F

グランサックス 柏セブンパークアリオ店 千葉県柏市大島田1-6-1 セブンパークアリオ柏 1F

ラパックス 柏モラージュ店 千葉県柏市大山台2-3 モラージュ柏 1F

サックスバー 八千代緑が丘店 千葉県八千代市緑ケ丘2-1-3 イオンモール八千代緑が丘 3F

サックスバー アナザーラウンジ 木更津イオンモール店 千葉県木更津市築地1-4 イオンモール木更津 1F

サックスバー おおたかの森店 千葉県流山市西初石6-185-2 流山おおたかの森SC 2F

ラパックス ワールド 綾瀬タウンヒルズ店 神奈川県綾瀬市深谷中1-1-1 綾瀬タウンヒルズ 1F

グランサックス 横須賀中央店 神奈川県横須賀市若松町2-30-0211 モアーズシティ 2F

グランサックス 久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜4-4-10 ウイング久里浜 2F

キソラ 横浜赤レンガ倉庫店 神奈川県横浜市中区新港1-1 横浜赤レンガ倉庫 2号館 1F

サックスバー 二俣川ジョイナステラス店 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 ジョイナステラス二俣川 3F

エフィーズ クローゼット 横浜ジョイナス店 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス 3F

サックスバー 鶴見駅店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-1-2 シアル鶴見 4F

サックスバー ジーン 青葉台店 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-1-1 青葉台東急スクエア South-1 本館１F

サックスバー プチコレクト 青葉台店 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-1-1 青葉台東急スクエア SOUTH2 1F

グランサックス 戸塚駅店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1 トツカーナ 2F

ドラスティック ザ バゲージ たまプラーザ店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザ 2F

グランサックス 港北ノースポート店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール 2F

アマトーネ アクセソリーオ 三ツ境店 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境2-19 三ツ境相鉄ライフ 2F

サックス ド ビジュー 青葉台店 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-1-1 青葉台東急スクエアSouth-2/1F

サックスバー 港北モザイク店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-1120 モザイクモール港北 1F

ラパックス ワールド 横浜ポーター店 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 ワールドポーターズ店 3F

グランサックス 三ツ境店 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境2-19 三ツ境ショッピングプラザ相鉄ライフ 2F

グランサックス 港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-3 港南台センターバーズ 2F

クラチカ バイ ポーター 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 1F

サックスバー 海老名ららぽーと店 神奈川県海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名　4F

サックスバー 座間イオンモール店 神奈川県座間市広野台2-10-4 イオンモール座間 1F

グランサックス プレミアム 小田原ダイナ店 神奈川県小田原市中里208 ダイナシティウェスト 1F

サックスバー ジーン 小田原駅店 神奈川県小田原市栄町1-1-9 ラスカ 4F

アーマ 小田原ダイナ店 神奈川県小田原市中里208 ダイナシティウエスト 1F

グランサックス 秦野イオン店 神奈川県秦野市入船町2151 イオン秦野SC  1F

ボー アトゥ みぞの口店 神奈川県川崎市高津区溝口1-3-1 ノクティプラザ 2F

グランサックス エディション ワン 武蔵小杉グランツリー店 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 グランツリー武蔵小杉 3F

ドラスティック ザ バゲージ 川崎ラゾーナ店 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎 3F

グランサックス みぞの口店 神奈川県川崎市高津区溝口1-3-1 ノクティ1/2F

サックスバー 川崎駅店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1-444 アトレ川崎 3F

千葉県

神奈川県



サックスバー 相模大野店 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 小田急相模大野ステーションスクエア 4F

サックスバー ジーン 橋本アリオ店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本 1F

グランサックス 橋本アリオ店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本 2F

アーマ 橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1 ミウイ橋本 2F

グランサックス 古淵店 神奈川県相模原市古淵2-10-1 イオン相模原ショッピングセンター 1F

サックスバー ジーン 大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間1-2-1 イオンモール大和店 2F

バージョニー 湘南テラスモール店 神奈川県藤沢市辻堂神台1-2-1 テラスモール湘南 2F

サックスバー 湘南テラスモール店 神奈川県藤沢市辻堂神台1-2-1 テラスモール湘南 4F

グランサックス 湘南モール店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールFｉｌｌ／1F

サックスバー 湘南平塚ららぽーと店 神奈川県平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚 3F

サックスバー ジーン 茨木店 大阪府茨木市松ヶ本町8-3 イオンモール茨木 1F

サックスバー アナザーラウンジ 茨木店 大阪府茨木市松ヶ本町8-3 イオン茨木店 3F

サックスバー アナザーラウンジ 堺鉄砲町イオンモール店 大阪府堺市堺区鉄砲町1 イオンモール堺鉄砲町 3F

グランサックス 鳳アリオ店 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 アリオ鳳 3F

トランジット ラウンジ 鳳アリオ店 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 アリオ鳳 1F

サックスバー 北花田店 大阪府堺市北区東浅香山4-1-12 イオンモール堺北花田 2F

グランサックス 泉北店 大阪府堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ 2F

メゾン ド サックスバー 四條畷イオンモール店 大阪府四條畷市砂4-3-2 イオンモール四條畷 2F

サックスバー 大日イオンモール店 大阪府守口市大日東町1-18 イオンモール大日 3F

アマトーネ アクセソリーオ エキスポシティららぽーと店 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 3F

サックスバー エキスポシティららぽーと店 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY　1F

ラパックス ワールド 日根野店 大阪府泉佐野市日根野2496-1 イオンモール日根野 1F

ドラスティック ザ バゲージ 関西国際空港店 大阪府泉佐野市泉州空港北1 関西国際空港ターミナル 3F

ボーアトゥ 関西国際空港店 大阪府泉佐野市泉州空港北1 関西国際空港ターミナル 3F

サックスバー 泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜3 イオンモールりんくう泉南 1F

バージョニー 泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜3 イオンモールりんくう泉南 1F

ボーアトゥ 阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 北館 1F

サックスバー 上本町近鉄店 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 近鉄百貨店 上本町店 中2F

グランサックス 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 2F

キソラ 大阪グランフロント店 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館 4F

サックスバー ジーン 天王寺ミオ店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48 天王寺ミオ プラザ館 2F

サックスバー 阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 1F

サックスバー ゴールド 梅田ファイブ店 大阪府大阪市北区角田町5-5 HEPファイブ 6F

ラパックス ワールド 住道店 大阪府大東市赤井1-2-12 ポップタウン住道 1F

グランサックス 藤井寺店 大阪府藤井寺市岡2-10-11 イオン藤井寺ショッピングセンター 1F

アマトーネ アクセソリーオ 八尾アリオ店 大阪府八尾市光町2-3 アリオ八尾 2F

グランサックス 八尾アリオ店 大阪府八尾市光町2-3 アリオ八尾 1F

キソラ くずはモール店 大阪府枚方市樟葉花園町15-1 KUZUHA MALL 本館2F

サックスバー くずはモール店 大阪府枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール 3F

サックスバー ジーン 和泉ららぽーと店 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉 3F

サックスバー アナザーラウンジ 和泉ららぽーと店 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉 4F

ゲンテン 伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 イオンモール伊丹 2F

サックスバー 伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1-224 イオンモール伊丹 2F

グランサックス 加古川ニッケパークタウン店 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 1F

ラパックス 加古川店 兵庫県加古川市別府町緑町2 グリーンプラザ別府 1F

グランサックス 須磨パティオ店 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-1 須磨パティオ 2F

サックスバー 神戸ハーバーランド店 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2他 神戸ハーバーランド 1F

大阪府

兵庫県



ラパックス ワールド 阪神御影店 兵庫県神戸市東灘区御影中町3-2-1 御影クラッセ 3F

サックスバー ジーン 神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北店 1F

サックスバー アナザーラウンジ 神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北店 2F

クラチカ バイ ポーター 神戸店 兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸 4F

エフィーズ クローゼット 西宮ガーデンズ店 兵庫県西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ 2F

サックスバー アナザーラウンジ 甲子園ららぽーと店 兵庫県西宮市甲子園八番町1番地 甲子園ららぽーと 2F

ラパックス 猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1 イオンモール猪名川 3F

グランサックス 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 3F 310区画

グランサックス 姫路ゆめタウン店 兵庫県姫路市神子岡前3-12 ゆめタウン姫路 2F

サックスバー 姫路大津店 兵庫県姫路市大津区大津町2-5 イオンモール姫路大津 2F

サックスバー 神戸南イオンモール店 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1 イオンモール神戸南 2F

ラパックス 宝塚店 兵庫県宝塚市栄町2-1-1 ソリオ1/1F

サックスバー ジーン 明石駅店 兵庫県明石市大明石町1-1-23 ピオレ明石 西館 1F

キソラ 久留米店 福岡県久留米市新合川1-2-1 ゆめタウン久留米 1F

サックスバー 久留米店 福岡県久留米市新合川1-2-1 ゆめタウン久留米 1F

サックスバー 福岡イオンモール店 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡店 1F

サックスバー 大牟田イオンモール店 福岡県大牟田市岬町3-4 イオンモール大牟田 2F

クィールサックスバー 大牟田イオンモール店 福岡県大牟田市岬町3-4 イオンモール大牟田 1F

サックスバー アナザーラウンジ 大牟田店 福岡県大牟田市旭町2-28 ゆめタウン大牟田 1F

サックスバー 西新プラリバ店 福岡県福岡市早良区西新4-1-1 西新プラリバ 1F

サックスバー アナザーラウンジ 博多キャナルシティ店 福岡県福岡市博多区住吉1-2 キャナルシティ博多 B1F

ドラスティック ザ バゲージ 博多駅店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多 7F

サックスバー アナザーラウンジ 福岡マリノアシティ店 福岡県福岡市西区小戸2-12-30 マリノアシティ福岡 1F

サックスバー 福岡橋本店 福岡県福岡市西区橋本2-27-2 木の葉モール橋本 1F

サックスバー アナザーラウンジ 博多ゆめタウン店 福岡県福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多 1F

サックスバー 福岡店 福岡県福岡市中央区天神2-地下2号 天神地下街おしゃれの街

サックスバー ジーン 小倉駅店 福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1 アミュプラザ 3F

サックスバー アナザーラウンジ 春日モール店 福岡県春日市春日5-17 ザ・モール春日 1F

福岡県


