こちらの情報は2021年5月6日（木）15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（104店舗）
東京都
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 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 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 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 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

ジー エス イー ワン 有明ガーデン店

東京都江東区有明2-1-8有明ガーデン 2F

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

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

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

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

ノーティアム 二子玉川ライズ店

東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズSC タウンフロント 4F

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ノーティアム ライフ スタイル ストア 吉祥寺アトレ店

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24アトレ吉祥寺 2F

ノーティアム 東京ドーム店

東京都文京区春日1-1-1東京ドームシティ ラクーア 4F

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

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

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

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

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

千葉県
グランサックス 成田空港店

千葉県成田市三里塚御料牧場1-1 成田空港第1旅客ターミナルビル中央ビル新館 4F

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

愛知県
ドラスティック ザ バゲージ 中部国際空港店

愛知県常滑市セントレア1-1 中部国際空港 4F

ボーアトゥ 中部国際空港店

愛知県常滑市セントレア1-1 中部国際空港 4F

京都府
グランサックス 京都店

京都府京都市南区東九条西山王町31アバンティ 1F

ボーアトゥ 京都駅店

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901京都駅ビル専門店街TheCUBE

サックスバー 京都五条店

京都府京都市右京区西院追分町25-1-055イオンモール京都五条 2F

グランサックス 洛北阪急スクエア店

京都府京都市左京区高野西開町36洛北阪急スクエア 1F

サックスバー 京都イオンモール店

京都府京都市南区西九条鳥居口町1番イオンモールKYOTO 1F

ドラスティック ザ バゲージ ロッソ 京都桂川店

京都府京都市南区久世高田町376イオンモール京都桂川 3F

グランサックス 伏見MOMOテラス店

京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32MOMOテラス 2F

サックスバー 高の原店

京都府木津川市相楽台1-1-1イオンモール高の原 2F

ラパックス 城陽店

京都府城陽市富野荒見田112番地アル･プラザ城陽 1F

グランサックス 久御山店

京都府久世郡久御山町大字森小字南大内156-1イオン久御山店 1F

大阪府
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 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 高槻松坂屋店

大阪府高槻市紺屋町2-1松坂屋高槻店 2F

ラパックス ワールド 高槻店

大阪府高槻市芥川町1-2Ｃ-0201号アルプラザ高槻 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

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 鳳アリオ店

大阪府堺市西区鳳南町3-199-12アリオ鳳 1F

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 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

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

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

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

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

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

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

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5-5HEPファイブ 6F

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

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

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

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

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

ドゥ サックス 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 八尾アリオ店

大阪府八尾市光町2-3アリオ八尾 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

コラージュ 豊中店

大阪府豊中市玉井町1-1-1エトレ豊中 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 2F

キソラ くずはモール店

大阪府枚方市樟葉花園町15-1KUZUHA MALL 本館2F

ドゥ サックス みのおキューズモール店

大阪府箕面市西宿1-17-22みのおキューズモール 2F

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

ノーティアム 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

兵庫県
サックスバー 伊丹店

兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1イオンモール伊丹 2F

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

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

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

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

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 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

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

ノーティアム 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神戸ハーバーランド 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

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

グランサックス 西宮エビスタ店

兵庫県西宮市田中町1-6エビスタ西宮 2F

ラパックス ワールド 川西店

兵庫県川西市栄町25-1アステ川西 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

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 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

