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区分 店舗No 納品先商業施設名 都道府県 市区 店舗住所又は配送先住所

1 イオン苫小牧店 北海道 苫小牧市 北海道苫小牧市柳町3-1-20

2 イクロス 青森県 青森市 青森県青森市古川1丁目17−15

3 イオン盛岡南店 岩手県 盛岡市 岩手県盛岡市本宮7-1-1

4 三井アウトレットパーク　仙台港 宮城県 仙台市 宮城県仙台市宮城野区中野3-7-2

5 イオンいわき店 福島県 いわき市 福島県いわき市平字三倉68-1

6 軽井沢・プリンスショッピングプラザ 長野県 北佐久郡 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178

7 渋谷パルコ 東京都 渋谷区 東京都渋谷区宇田川町15-1

8 アトレ恵比寿西館 東京都 渋谷区 東京都渋谷区恵比寿南1-6-1

9 渋谷マークシティ 東京都 渋谷区 東京都渋谷区道玄坂1-12-1

10 MIYASHITA PARK 東京都 渋谷区 東京都渋谷区渋谷１－２６（南街区）渋谷区神宮前６－２０（北街区）

11 渋谷スクランブルスクエア※東急渋谷スクランブル除く 東京都 渋谷区 東京都渋谷区渋谷２－２４－１２東棟Ｂ２Ｆ～１４Ｆ　※４Ｆ～６Ｆは東急

12 表参道ヒルズ 東京都 渋谷区 東京都渋谷区神宮前４－１２－１０

13 GYRE（ジャイル）表参道 東京都 渋谷区 東京都渋谷区神宮前５－１０－１

14 東急プラザ渋谷 東京都 渋谷区 東京都渋谷区道玄坂１－２－３渋谷フクラス　２～８Ｆ・１７～１８Ｆ

15 南町田グランベリーパーク 東京都 町田市 東京都町田市鶴間３

16 ダイバーシティ東京プラザ 東京都 江東区 東京都江東区青海1-1-10

アパレル特有の共同配送　実施納品先リスト（SC 79店舗、通販事業 51店舗）　更新日：2020年12月24日
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区分 店舗No 納品先商業施設名 都道府県 市区 店舗住所又は配送先住所

17 ヴィーナスフォートパレットタウン 東京都 江東区 東京都江東区青海１－３－１５

18 京急ショッピングプラザ ウィング高輪 東京都 港区 東京都港区高輪4-10-18

19 東京ミッドタウン 東京都 港区 東京都港区赤坂9-7-1

20 アクアシティお台場 東京都 港区 東京都港区台場1丁目7番1号

21 イセタンサローネ（六本木） 東京都 港区 東京都港区赤坂９－７－４東京ミッドタウン　ガレリア１Ｆ・２Ｆ

22 六本木ヒルズ 東京都 港区 東京都港区六本木６－１０－１

23 フラッグス新宿 東京都 新宿区 東京都新宿区新宿3-37-1

24 ルミネエスト新宿 東京都 新宿区 東京都新宿区新宿3-38-1

25 ルミネ新宿2 東京都 新宿区 東京都新宿区新宿3-38-2

26 新宿ミロード 東京都 新宿区 東京都新宿区西新宿1-1-3

27 ルミネ新宿1 東京都 新宿区 東京都新宿区西新宿1-1-5

28 二子玉川ライズ 東京都 世田谷区 東京都世田谷区玉川2-21-1 4F

29 玉川高島屋ＳＣ 東京都 世田谷区 東京都世田谷区玉川3-17-1

30 新丸の内ビルディング 東京都 千代田区 東京都千代田区丸の内1-5-1

31 丸の内ビルディング 東京都 千代田区 東京都千代田区丸の内２丁目4-1

32 赤坂サンローゼ 東京都 千代田区 東京都千代田区紀尾井町４－１

33 帝国ホテルプラザ 東京都 千代田区 東京都千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテルプラザ２Ｆ
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区分 店舗No 納品先商業施設名 都道府県 市区 店舗住所又は配送先住所

34 日比谷シャンテ 東京都 千代田区 東京都千代田区有楽町1-2-2

35 ルミネ北千住 東京都 足立区 東京都足立区千住旭町42-2

36 PARCO_ya（パルコヤ）上野 東京都 台東区 東京都台東区上野３－２４－６

37 東急プラザ 蒲田 東京都 大田区 東京都大田区西蒲田7-69-1

38 フルーツギャザリンググランデュオ蒲田 東京都 大田区 東京都大田区蒲田５－１３－１グランデュオ蒲田　東館２Ｆ

39 銀座ベルビア館 東京都 中央区 東京都中央区銀座2-4-6

40 GINZA SIX 東京都 中央区 東京都中央区銀座6丁目10-1
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区分 店舗No 納品先商業施設名 都道府県 市区 店舗住所又は配送先住所

41 銀座インズ 東京都 中央区 東京都中央区銀座西2-2

42 マロニエゲート銀座１ 東京都 中央区 東京都中央区銀座２－２－１４

43 三井アウトレットパーク　多摩南大沢 東京都 八王子市 東京都八王子市南大沢1-600

44 TOCビル（東京卸売りセンター） 東京都 品川区 品川区西五反田７－２２－１７

45 池袋パルコ 東京都 豊島区 東京都豊島区南池袋1-28-2

46 立川グランデュオ 東京都 立川市 東京都立川市柴崎町3-2-1

47 酒々井プレミアム・アウトレット 千葉県 印旛郡 千葉県印旛郡酒々井町飯積2-4-1

48 三井アウトレットパーク　幕張 千葉県 千葉市 千葉県千葉市美浜区ひび野2-6-1

49 ららぽーとTOKYO-BAY 千葉県 船橋市 千葉県船橋市浜町2-1-1

50 三井アウトレットパーク　木更津 千葉県 木更津市 千葉県木更津市金田東3-1-1

51 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ 千葉県 流山市 千葉県流山市西初石6-185-2

52 コクーンシティ さいたま新都心 埼玉県 さいたま市 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-1

53 ルミネ大宮 埼玉県 さいたま市 埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地

54 イオンレイクタウン越谷ｍｏｒｉ 埼玉県 越谷市 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

55 イオンレイクタウン越谷ｋａｚｅ 埼玉県 越谷市 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

56 越谷　レイクタウンｍｏｒｉショップエンドショップ 埼玉県 越谷市 埼玉県越谷市東町２－８

57 三井アウトレットパーク　入間 埼玉県 入間市 埼玉県入間市宮寺3169-1
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区分 店舗No 納品先商業施設名 都道府県 市区 店舗住所又は配送先住所

58 横浜ランドマークプラザ 神奈川県 横浜市 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1

59 クイーンズスクエア横浜[アット！] 神奈川県 横浜市 神奈川県横浜市西区みなとみらい2‐3

60 相鉄ジョイナス 神奈川県 横浜市 神奈川県横浜市西区南幸一丁目

61 みなとみらい東急スクエア１ 神奈川県 横浜市 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番2号

62 マークイズ横浜みなとみらい 神奈川県 横浜市 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目5番1号

63 ｉＴｏｗｎＪａｐａｎ日本ビジネスロジスティクス 神奈川県 横浜市 横浜市神奈川区守屋町３－９ｄ号ビル

64 ＮＥＷｏＭａｎ　横浜 神奈川県 横浜市 横浜市西区南幸１－１－１

65 大船ルミネ 神奈川県 鎌倉市 神奈川県鎌倉市大船1-4-1

66 アトレ川崎 神奈川県 川崎市 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1

67 テラスモール湘南 神奈川県 藤沢市 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1

68 あみプレミアムアウトレット 茨城県 稲敷郡 茨城県稲敷郡阿見町よしわら4-1-1

69 水戸駅ビル　エクセル 茨城県 水戸市 茨城県水戸市宮町1-1-1

70 佐野プレミアムアウトレット 栃木県 佐野市 栃木県佐野市越名町2058

71 那須ガーデンアウトレット 栃木県 那須塩原市 栃木県那須塩原市塩野崎184-7

72 御殿場プレミアムアウトレット 静岡県 御殿場市 静岡県御殿場市深沢1312

73 土岐プレミアムアウトレット 岐阜県 土岐市 岐阜県土岐市土岐ヶ丘1-2

74 三井アウトレットパーク　ジャズドリーム長島 三重県 桑名市 三重県桑名市長島町浦安368
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区分 店舗No 納品先商業施設名 都道府県 市区 店舗住所又は配送先住所

75 三井アウトレットパーク　滋賀竜王 滋賀県 蒲生郡 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山1178-694

76 神戸三田プレミアムアウトレット 兵庫県 神戸市 兵庫県神戸市北区上津台7-3

77 サニーサイドモール小倉 福岡県 北九州市 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1

78 モラージュ佐賀 佐賀県 佐賀市 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730番地

79 鳥栖プレミアムアウトレット 佐賀県 鳥栖市 佐賀県鳥栖市弥生が丘8-1

　

シ
ョ

ッ

ピ

ン

グ

セ

ン

タ



7 / 10 ページ

区分 店舗No 納品先商業施設名 都道府県 市区 店舗住所又は配送先住所

1 Amazon 太白デリバリーステーション 宮城県 仙台市 宮城県仙台市太白区郡山6-7-20

2 ストライプデパートメント 東京都 江戸川区
東京都江戸川区臨海町4丁目3 葛西トラックターミナル11号棟　3階

ストライプデパートメント物流センター

3 TOKYO BASE 東京都 江戸川区
東京都江戸川区臨海町3-5-1　東京団地倉庫B棟　濃飛倉庫　4F

(株)ｼﾝﾌﾟﾗｽ　TOKYO DEPARTMENT STORE宛

4 セレクトスクエア 東京都 江東区 東京都江東区潮見2-8-10 本館2階セレクトスクエアーロジスティクスセンター

5 FOR SURE 東京都 渋谷区 東京都渋谷区神宮前3-35-8　ハニービル青山3F LIDDELL株式会社 FOR SURE宛

6 ギルト・グループ株式会社 東京都 品川区 東京都品川区勝島1-2-1-6F　渋谷店気付 佐川Gﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ内

7 そごう西武eデパート 東京都 豊島区 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店TKビル8階　ネット販売部

8 Amazon 東京大田デリバリーステーション 東京都 大田区 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター

9 Amazon 八王子フルフィルメントセンター 東京都 八王子市 東京都八王子市石川町2970-3

10 Amazon 川越フルフィルメントセンター 埼玉県 川越市 埼玉県川越市南台1-10-15

11 Amazon 川口フルフィルメントセンター 埼玉県 川口市 埼玉県川口市領家5-14-35

12 Amazon 川島フルフィルメントセンター 埼玉県 比企郡 埼玉県比企郡川島町かわじま2-1-1

13 Ｂ４Ｆ（BRANDS for FRIENDS） 埼玉県 戸田市 埼玉県戸田市美女木東2-5-1㈱ムービング戸田総合物流センター3号館4階

14 集英社 埼玉県 戸田市 埼玉県戸田市笹目北町11－11昭和図書㈱内

15 マルイウェブチャネル 埼玉県 戸田市
埼玉県戸田市美女木東2-5-1

(株)ムービング　戸田総合物流センター　４号館２階　値付け・検品担当宛て

16 Lee マルシェ 埼玉県 戸田市 埼玉県戸田市笹目北町11-11 昭和図書㈱内　集英社 FLAG SHOP 係

17 MONOCO 埼玉県 三郷市 埼玉県三郷市栄4-72-1 MONOCO配送センター FA-000001
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区分 店舗No 納品先商業施設名 都道府県 市区 店舗住所又は配送先住所

18 ビギンマーケット 埼玉県 八潮市 埼玉県八潮市南後谷99　埼玉フルフィルメントセンター BEGIN配送センター

19 買えるLEON 埼玉県 八潮市 埼玉県八潮市伊勢野233-1「買えるLEON」発送センター

20 MILLEPORTE 埼玉県 蓮田市
埼玉県蓮田市大字根金728-1　佐川グローバルロジスティクス株式会社

蓮田営業所 2F 株式会社Ｂ４Ｆ担当

21 ハースト婦人画報社（ELLE SHOPなど） 神奈川県 横浜市 神奈川県横浜市神奈川区千若町3-1ハースト婦人画報社　横浜商品センター

22 マガシーク 神奈川県 座間市 神奈川県座間市広野台2丁目10-8 プロロジスパーク座間Ⅱ3階

23 阪急オンライン 神奈川県 座間市
神奈川県座間市広野台2-10-8　プロロジスパーク座間Ⅱ　3F

マガシーク株式会社　magaco マガシーク担当者様宛

24 アイルミネ 神奈川県 川崎市
神奈川県川崎市川崎区夜光3-2-3 DPL川崎夜光4F 1バース

株式会社アッカ・インターナショナル ECファクトリー「iLUMINE担当」宛

25 SafariLounge 神奈川県 川崎市
神奈川県川崎市川崎区桜本2-32-1 ラポール川崎SRC内

Safari Lounge物流センター宛

26 Amazon 川崎フルフィルメントセンター 神奈川県 川崎市 神奈川県川崎市高津区北見方3丁目14

27 Amazon 小田原フルフィルメントセンター 神奈川県 小田原市 神奈川県小田原市扇町4-5-1

28 楽天ブランドアベニュー 千葉県 市川市
千葉県市川市塩浜1-6-3 GLP・MFLP市川塩浜1F E1バース

Rakuten Brand Avenue市川物流センター

29 光文社 千葉県 印西市
千葉県印西市泉野1丁目2番 プロロジスパーク千葉ニュータウン5階

アッカインターナショナル千葉 34番バース　kokode.jp光文社セレクトショップ配送センター

30 セレストーリー 千葉県 印西市
千葉県印西市泉野1丁目2番 プロロジスパーク千葉ニュータウン5階

アッカインターナショナル千葉 34番バース　kokode.jp光文社セレクトショップ配送センター

31 GILT 千葉県 市川市
千葉県市川市塩浜2-14-1東京ベイ・ファッションアリーナ1

Fla belle vie株式会社　ギルト宛

32 GLADD 千葉県 市川市 千葉県市川市塩浜2-14-1 東京納品代行(株) 東京ベイ・ファッションアリーナ 1F

33 Amazon 市川フルフィルメントセンター 千葉県 市川市 千葉県市川市塩浜2-13-1

34 伊勢丹オンライン 千葉県 船橋市
千葉県船橋市日の出2-20-3

㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート　無店舗業務部　船橋センター
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35 三越オンライン 千葉県 船橋市
千葉県船橋市日の出2-20-3

㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート　無店舗業務部　船橋センター

36 ロコンド 千葉県 八千代市 千葉県八千代市緑が丘西8‐7‐2 GLP八千代Ⅱ LOCOPORT

37 Amazon 八千代フルフィルメントセンター 千葉県 八千代市 千葉県八千代市上高野2036

38 Amazon 成田デリバリーステーション 千葉県 成田市 千葉県成田市大清水47-2

39 ショップチャンネル 千葉県 習志野市 千葉県習志野市茜浜3-6-2　ｼｮｯﾌﾟﾁｬﾝﾈﾙ物流センター

40 ZOZOTOWN（習志野） 千葉県 習志野市 千葉県習志野市茜浜3-7-10　ZOZOBASE5階

41 ZOZOTOWN（つくば） 茨城県 つくば市 茨城県つくば市東光台5丁目6-2ZOZOBASEつくば　3階　911

42 Amazon 笠寺デリバリーステーション 愛知県 名古屋市 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町一丁目57番2

43 Amazon 多治見フルフィルメントセンター 岐阜県 多治見市 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6

44 Amazon 京田辺フルフィルメントセンター 京都府 京田辺市 京都府京田辺市松井宮田1

45 Amazon 茨木フルフィルメントセンター 大阪府 茨木市 大阪府茨木市松下町2-1

46 Amazon 大東フルフィルメントセンター 大阪府 大東市 大阪府大東市緑が丘2-1-1

47 Amazon 堺フルフィルメントセンター 大阪府 堺市 大阪府堺市堺区築港八幡町138-7

48 Amazon 藤井寺フルフィルメントセンター 大阪府 藤井寺市 大阪府藤井寺市津堂4丁目435番地レッドウッド藤井寺　ディストリビューションセンター5階

49 Amazon 岡山フルフィルメントセンター 岡山県 総社市 岡山県総社市長良4-1 GLP岡山総社II 1F

50 Amazon 吉塚デリバリーステーション 福岡県 福岡市 福岡県福岡市博多区吉塚8-4-48

51 Amazon 鳥栖フルフィルメントセンター 佐賀県 鳥栖市 佐賀県鳥栖市弥生が丘3-1-3
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「商業施設 納品便の共同配送」参加方法

納品先リストに記載の商業施設 及び 通販事業店舗の配送条件等（納品リードタイム、運賃、ﾊﾝｶﾞｰ納品の可否、日祭日の配送可否等）を
下記の納品代行業者窓口担当者へお問い合わせください。

納品代行業者の窓口担当者より配送条件等の連絡がありますので、お互いの条件が合致した後、運送業務を依頼してください。 

【納品代行業者 窓口担当者】
＊アクロストランスポート㈱　水野様、　村（むら）様　連絡先：03-5534-3935
＊東京納品代行㈱　　　　　 小嶋様、　佐藤様　　連絡先：047-329-6641
＊浪速運送株式会社㈱　　 和田様、　中川様　　連絡先：03-5606-7280


