マックスパスRI 展開店舗
No. 都道府県

店舗名

住所

電話番号

1

北海道

東急百貨店 札幌店

札幌市中央区北4条西2丁目-1 7F 旅行用品売場

011-212-2359

2

北海道

大丸 札幌店

札幌市中央区北5条西4丁目-7 6Fトラベルギア売場

011-828-1475

3

北海道

丸井今井 札幌本店

札幌市中央区南1条西2丁目-11 一条館3Fトラベルバッグ売場

011-205-1392

4

北海道

札幌三越

札幌市中央区南1条西3丁目-8 3Fトラベルコーナー

011-222-8045

5

茨城県

水戸京成百貨店

水戸市泉町1-6-1 5F 鞄売場

029-231-1111

6

栃木県

FKD 宇都宮店

宇都宮市今泉町237 1F バッグ売場

028-623-5121

7

群馬県

高島屋 高崎店

高崎市旭町45 4F ACEBAGS＆LUGGAGE

027-327-1111

8

群馬県

スズラン百貨店 高崎店

高崎市宮元町13-1 1Fトラベルバッグ売場

027-326-1111

9

群馬県

スズラン百貨店 前橋店

前橋市千代田町2-12-3 ５Fかばん売場

027-233-1111

10 埼玉県

丸広百貨店 川越店

川越市新富町2-6-1 4F かばん売場

049-224-1111

11 埼玉県

伊勢丹 浦和店

さいたま市浦和区高砂1-15-1 5F 旅行用品

048-834-1111

12 埼玉県

丸広百貨店 坂戸店

坂戸市薬師町28-1 2F

049-288-0001

13 東京都

伊勢丹 新宿店 メンズ館

新宿区新宿3-14-1 B1F バッグ&ラゲッジ

03-3352-1111

14 東京都

高島屋 玉川店

世田谷区玉川3-17-1 4F 旅行用品売場

03-3709-3111

15 東京都

大丸 東京店

千代田区丸の内1-9-1 7F LUGGAGE Tokyo

03-3212-8011

16 東京都

プロテカ 日比谷店

千代田区有楽町1-9-1 日比谷サンケイビル1F

03-6273-4911

17 東京都

松坂屋 上野店

台東区上野3-29-5 2Fトラベルケース・バッグ売場

03-3832-1111

18 東京都

松屋 銀座本店

中央区銀座3-6-1 5F 旅行用品売場

03-3566-2150

19 東京都

三越 銀座店

中央区銀座4-6-16 5Fトラベル売場

03-3535-1794

20 東京都

髙島屋 日本橋店

中央区日本橋2-4-1 5F 鞄・旅行用品売場

03-3211-4111

21 東京都

日本橋 三越本店

中央区日本橋室町1-4-1本館4F トラベル売場

03-3274-8439

22 東京都

東武百貨店 池袋店

豊島区西池袋1-1-25 5F 4番地紳士カバン売場

03-5951-8358

23 東京都

伊勢丹 立川店

立川市曙町2-5-1 1F 旅行用品売場

042-548-2125

24 神奈川県

高島屋 横浜店

横浜市西区南幸1-6-31 6F 旅行用品売場

045-311-5111

25 新潟県

新潟 伊勢丹

新潟市中央区八千代1-6-1 4F 鞄売場

025-242-1111

26 愛知県

名古屋三越 星ヶ丘店

名古屋市千種区星ヶ丘元町14-14 6F エースショップ

052-781-9399

27 愛知県

松坂屋 名古屋店

名古屋市中区栄3-16-1 北館2F 旅行用品売場

052-264-2631

28 愛知県

名古屋三越 栄店

名古屋市中区栄3-5-1 5F バッグ&ラゲージ売場

052-252-3429

29 愛知県

ジェイアール名古屋タカシマヤ

名古屋市中村区名駅1-1-4 8F 旅行用品売場

052-566-8134

30 愛知県

名鉄百貨店 本店

名古屋市中村区名駅1-2-1 メンズ館1F 紳士鞄売場

052-585-7717

31 京都府

ジェイアール京都伊勢丹

京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町 9F ACE BAGS&LUGGAGE

075-352-1111

32 大阪府

あべのハルカス近鉄本店

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 ウイング館 6F 旅行用品売場

06-6624-1111

33 大阪府

大丸 梅田店

大阪市北区梅田3-1-1 8F 旅行用品売場

06-6343-1231

34 大阪府

阪急百貨店 うめだ本店

大阪市北区角田町8-7 8F バッグトラベル

06-6361-1381

35 大阪府

高島屋 大阪店

大阪市中央区難波5-1-5 5Fトラベルバック売場

06-6631-1101

36 岡山県

岡山高島屋

岡山市北区本町6-40 5F 紳士鞄売場

086-232-1111

37 広島県

そごう 広島店

広島市中区基町6-78 6F 旅行用品売場

082-225-2111

38 愛媛県

松山三越

松山市一番町3-1-1 4F ACE BAGS&LUGGAGE

089-945-3111

39 愛媛県

いよてつ高島屋

松山市湊町5-1-1 5F エース ショップ

089-948-2111

40 福岡県

井筒屋 本店

北九州市小倉北区船場町1-1 5F 旅行用品売場

093-522-2209

41 福岡県

大丸福岡天神店

福岡市中央区天神1-4-1 7F エーストラベルコーナー

092-712-8181

42 福岡県

福岡三越

福岡市中央区天神2-1-1 7F エースバックコーナー

092-726-7768

43 福岡県

博多阪急

福岡市博多区博多駅中央街1-1 8Fトラベルバッグ売場

092-419-5704

44 熊本県

鶴屋百貨店

熊本市手取本町6-1 本館2F旅行用品売場

096-327-3958

45 大分県

トキハ 本店

大分市府内町2-1-4 4Fトラベル用品売場

097-538-1111

46 鹿児島県

山形屋

鹿児島市金生町3-1 2号館2F 旅行用品売場

0992-27-6463

47 オンライン エースオンラインストア

https://store.ace.jp/shop/default.aspx

