
テリトリーチップ　納入実績表 №1

納　入　先 納　入　先

パラッシオ湯島 そごう百貨店　（柏店）

TSUTAYA　川崎店 三越　（上大岡店）

サンフィールド志木 丸井　（渋谷店）

シダックス　宮崎店 クリオ吉祥寺弐番館

リブエル　北広島 西武百貨店　（渋谷店）
大久保スターダスト タハラ　相模原店

広島県　住吉屋　本通店 タハラ　吉祥寺店

ウイング　小田原 北九州そごうｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

トイザラス　三田店 そごう百貨店　（神戸店）

ダンソー　高来店 大和デパート
西武百貨店（池袋）地下食品 立川ルミネ

東武百貨店　（池袋） 大和デパート

三越百貨店　（仙台） ニコニコ堂

三越百貨店　（新潟） T-ZONE

千葉そごう 丸井　（横浜店）
八重洲地下街 京急百貨店　（上大岡）

東京都　ブテックJOY 丸井　（立川店）

北海道　ブテックJOY ヤオハン　金谷店

川崎　さいか屋 しゃぶじゃぶ武蔵浦和店

立川　銀座ショールーム 府中グリーンプラザ
新宿パークタワ－ビル 平和堂津田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

阪急百貨店　（有楽町店） パルコ　（大分店）

後楽園　MEGA　NEX 伊勢丹　（静岡店）

パルコ　（渋谷店） 藤井大丸

新宿マイシティー 小田急　町田レリアン
神戸　　HDC 枚方　ビブレ

近鉄百貨店　（京都店） 大丸　博多店

三越百貨店　（恵比寿店） 近鉄　生駒店

名古屋ソニープラザ 天満屋　（広島店）

銀座マギー　（ナビオ阪急店） 　　”　　（福山店）
京浜百貨店　（枚方市） 　　”　　（三原店）

仙台ビブレ 高島屋　米子店

東京ディズニーランド 台場デックス東京ビーチ

中三百貨店（弘前市） 宇都宮パルコ

大阪　梅田地下街 仙台　HMV
岡山一番街 神戸そごう

三交百貨店　（松坂店） 八王子そごう

名古屋丸榮百貨店 三越百貨店　（福岡店）

西友ストアー（追浜店） 伊勢丹　（京都店）

モア岡田屋　（横須賀店） F・PLAL
天王寺ソニープラザ 田原屋　（行田店）

伊勢丹　（松戸店） 川崎さいか屋

阪急百貨店　（数寄橋店） 三越百貨店　（倉敷店）

松屋　（銀座店） 小田急百貨店　（新宿店）

横浜ビヴレ 中三百貨店　（秋田店）
天満屋　（三原店） ローラアシュレー

トーマネ　（郡山店） 三越百貨店　（横浜店）

銀座ショップ パインクリエイトビル

大丸　（神戸店） 新百合ヶ丘　オオパ

サンストリート 京都駅前地下街　（ポルテ）
東急百貨店　（港北店） スーパーウジタ（ﾌｰﾃﾞｨﾗﾝﾄﾞ店）

ｸﾛｯｸﾊｳｽﾏﾒﾀｳﾝ　（武尾店） 天神ショパーズ

相模原ｴﾃﾞｨｰﾊﾞｳﾜｰ 町田ソニープラザ

ウイング久里浜店 大丸　福岡店

遠鉄ストアー（浜松店） 藤丸百貨店
丸井　渋谷本店 松江一畑百貨店

津田沼サンベテック 港北デｨズニーストアー



テリトリーチップ　納入実績表 №2

納　入　先 納　入　先

伊勢丹　（新宿店） 丸井静岡店　アンディコール

ラフォーレ新潟 浜松入野商業施設

金沢サティー プラザ阿見アウトレット

シノダ松戸店 スタバ苗穂

伊勢丹　（京都店） 横浜･四季の森
ホテル　モントレ－大阪 ららぽーと新三郷

ホテル　サイプレス ライオンズ浦和大谷場

ホテル　キャッスル イオンレイクタウン

大和パークホテル 日本赤十字

奥志賀高原ホテル 新宿伊勢丹Ｂ１Ｆ和菓子
信開ホテル 心斎橋大丸新館

ラフォーレ中軽井沢 ＴＳＵＴＡＹＡ内スタバ仙台

京王多麿センター店舗 プラザ渋谷パルコ

ツルヤ　（長野南店） パラッツォ検見川店

大丸　（山梨店） みなとみらいＢ４，５，６，区画
ジュピター　（富里店） イオンモール大和郡山店

阪急百貨店　（宝塚店） パルコ天神二丁目

西武百貨店　（船橋店） 大岡山共同住宅

　　　”　　　　（静岡店） 国分寺テニス＆フットボールパーク

GAP　（新宿店） 豊玉公園改修工事
丸広百貨店　（川越店） 京急上大岡ケルス＆ビューティー

新宿オッシュマンズ 京急ホテル油壺観潮荘

京都ソニープラザ サイゼリヤ船橋ららぽーと店

東武ストアー　（大森店） ＪＲ武蔵野線越谷レイクタウン駅吉川方高架下

京王百貨店　（新宿店） 京都大丸
ﾔﾅｷﾞｭｰｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ パラッシオ銀座店

アドニス　プラザ　（大宮店） ＴＨＥ　ＢＯＤＹ　ＳＨＯＰ渋谷店

そごう百貨店　（鹿児島店） 横浜ルミネビームス

高島屋　（柏店） モーリーファンタジークレア熊本店

西銀座デパート イオンモール大牟田オンリーカット
東急ハンズ　（町田店） 西武大津店

ヴィ－ナスフォ－ト 幕張メッセ

立川グランディオ 高島屋大阪店

伊勢丹　（新宿本店） 上野駅構内２期工事

天津屋　（津山店） 横浜高島屋ゴルフコーナー
ナムコワンダーエッグ ジョセフアブード富山大和

小樽ベイシテｨ－ パラッツォ篠崎

お台場トヨタショールーム 千葉市立養護学校

ルミネ町田 高島屋京都店本館４，５トイレ

うすい百貨店　（郡山店） 小倉セントシティ
コープ東京東大和 船橋ららぽーと２ＬＬビーン

JR　東海高島屋 ゴルフ５　栄店

ジーンズメイト 金沢ＳＡＴＹ　ドコモ

渋谷セフォラ マクドナルド京成船橋店

モザイクモール港状　SC 東急ストアすすきの店
吉祥寺　GAP ライオンズガーデン志村

橋本　HCビル ソニープラザ日本橋店

ジーンズメイト　（亀戸店） 名古屋三越ティンバーランド

そごう　（木更津店） 相模原伊勢丹

ソラリアプラザムラサキスポーツ コーナン今津
くらし館　（曾根崎店） エディーバウアー･夢やDC嘉島

くらし館　（筥松店） ダイヤモンドシティー嘉島

そごう・西武　西武旭川店 横浜高島屋　エルメネジルドゼニア

クイックシルバー原宿店 玉川高島屋ガーデンアイランド

代官山再開発施設 目黒駅ビル改装工事
船橋ＮＥＸＴ 渋谷ＨＭＶ

ＧＡＰ神戸三宮 ディズニーストア仙台　東映プラザ店



テリトリーチップ　納入実績表 №3

納　入　先 納　入　先

ルミネ荻窪店 マミーナ武蔵野

泉新都心ﾋﾞﾙｾﾙﾊﾞ5F店内　mighty soxer靴下屋　仙台店 ギルフィストア千葉そごう

トイザらス多摩店新築工事 撞木町パークハウス

ルミネ荻窪店 ＴＳＵＴＡＹＡ有楽町

モリタウン東館　ジョージス昭島店 越谷レイクタウン内ＣＡＮＤＩＳＨ
ビーナスフォート サンマンションアトレ高蔵寺駅前

東急百貨店　上大岡店 ボックスヒル取手店

アトレ新浦和 銀座ＤＩＥＳＥＬ

イオン浦和美園 ＴＳＵＴＡＹＡヴァージン蒲田

新宿京王クリシエ 蒲田くまざわ書店
イオン盛岡南 京急百貨店上大岡店

ＪＲ東日本ビルテック Happiness&Dビオンウォーク東松山

マクドナルド新中野店 立川ルミネフラットブレッズ

ライトオン立川店 イオンかほく　フェミニカフェ

タマホーム豊岡店 伊勢崎SMART　FUUWA
タマホーム姫路南 ＰＬＡＺＡ川崎

Ｍｏｂｉ町田２Ｆ　204区画｢ｼﾞｬｰﾅﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ｣ アンタイトル新宿小田急

丸井静岡店 A館７Ｆ　Ｍシューズ 草津イオンモール　ベールタンス

ららぽーと横浜 ＢＩＦＨＵＢ町田店

横浜ららぽーとユニクロ ＧＡＰ横浜元町
丸井　上野店 京急ストア葉山店

銀座ソニープラザＢ１，Ｂ２ クイックシルバー(神宮前)

イオンタウン郡山店 新宿小田急レベッカティラー

有楽町TSUTAYA ユニクロ草加花栗店

流山おおたかたの森アルマーニ区画 丸紅玉川上水
山野楽器港北ＮＴ キューブホテル上野

ルミネ　埼玉 横浜高島屋ゴルフコーナー

ｍａｎｏ　ｃｒｅａｒｅ　港北ＳＣ店 ポーラ銀座ビル１F

マクドナルド京成船橋店 渋谷ヒカリエ

幕張メッセ５ホール　日産自動車ブース イトーヨーカ堂　拝島店
三越本店１Ｆ化粧品ｺｰﾅｰ 木更津パパス塩御店

デュアリズム羽生 MDららぽーと新三郷新築工事

エディーバウアー（埼玉県入間市） グランディオ立川

ＴＳＵＴＡＹＡ桜新町店 シルバーシティ武蔵境

ジャスコ久里浜店 大丸神戸
ＴＳＣ千葉店 ルミネ新浦安

ヤマギワショールーム 鶴屋百貨店(熊本市)

信州大学病院　外来棟 ソフトバンク　ラゾーナ川崎

ＪＲ武蔵野線越谷レイクタウン駅吉川方高架下 ルミネ北千住

京都大丸 イオン水戸内原店
さかい屋新館　成城石井横須賀店 東急ハンズ熊本

ムーラテラス東崎 岐阜高島屋

アトレ秋葉原　成城石井 フロント新宿御苑店

川越レストラン 神戸マリンピア

ヌーブル赤羽台 仙台ロフト
仙台ファーストタワー 三井住友銀行　武蔵小杉支店

ビームス長島店 ローソン久が原1丁目店

ドコモショップ二子玉川店 北丸山シティハウス

ブライダルジュエリー新ブランド静岡店 和光純薬工業㈱大阪工場内

ＴＨＥ　ＢＯＤＹ　ＳＨＯＰ渋谷店 アトレ大森
ＤＣＳ渋谷センター街 ＪＲ神田万世橋高架下

横浜ルミネビームス コープ野村山の手

ＪＲ大阪三越伊勢丹 ジュンク堂　阿倍野店

モーリーファンタジークレア熊本店 ＧＵ小田原ダイナシティ

アズール梅田エスト店 イオンモール鹿児島店　ストロ
イニシア豊中刀根山 ＪＥＦＲＲＹＹ　幕張新都心

サンクス大宮大栄橋店 イトーヨーカドー小田原店



テリトリーチップ　納入実績表 №4

納　入　先 納　入　先

ららぽーと豊洲 小田原地下街

大京ライオンズ向ヶ丘マンション ガーデングラス駒込染井

東急ハンズ熊本 大阪大学（吹田）最先端医療融合イノベーション

渋谷パルコ　パビロン ラゾーナ川崎環境工事

船橋東武アルビオン ＡＯＫＩ京都今出川
渋谷マークシティ ＳＥＧＡ　イオンモール岡山

ホテルニュー高橋高野台店 キラリト銀座エスティワールド新築工事

福岡銀行本店広場リニューアル ルミネ大船

名古屋パルコSTUDIOS 越谷レイクタウン　トラスコンチネンツ

岐阜高島屋 ホンダカーズ山梨甲府店
近鉄　阿倍野店 品川駅改良工事  品川駅ecute

新宿伊勢丹ＭＥＮＳ館８Ｆ 武蔵小金井高架下ＳＣ

銀座ブルガリ アルテミス＆ダイアナららぽーと富士見

ザ・ライオンズ三郷中央 ラ・ガール大分

ユニディあざみ野ガーデンズ店 星ヶ丘テラス店舗
小田急ダイナシティシーベレット・リシュリエ さふらん幼稚園

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ小田原ダイナシティ 大分駅ビル　アミュプラザおおいた

福山大学工学部棟新築工事 長野銀行若槻支店

タイ　バンコク伊勢丹 無印良品ルミネ立川

永山高架下 イニシア根津
ノースフェース熊本鶴屋 酒々井プレミアムアウトレット

滝野川６丁目計画店舗棟２階児童館 クリオカプス郡山

矢沢保育園 ウィング高輪

吉祥寺駅ビル地下 浦和学院

イオン石巻 ハートダンスルミネ立川店
広島天満屋ＶＮ ビームス大分

熊本鶴屋 スーパーバリュー福生

ラルフローレンつるや 洛和会音羽回復期病院

アレコ流山店 モリパークアウトドアヴィレッジ　ザ・ノースフェイス

東急ハンズ京都 ルミネ有楽町
グラントウキョウノースタワー ヤオコー一本松南店工場施設改修工事

有楽町ロイヤルコペンハーゲン REGAL SHOESららぽーと富士見

平和町トヨタ 渋谷パルコOHOHO

秋葉原ラジオ会館 プレミスト練馬南田中

福屋書店　新宿サブナード店 ＡＫＩＲＡつくば
ホテル歌舞伎町 アスビ北大路

西尾総合福祉センター ドンキホーテ石巻街道

UCS保険サービスリバーサイド千秋 大戸屋ララテラス南千住店

イオン長野 ジェラープケ心斎橋ＯＰＡ

京都キューブ 宮沢賢治記念館
鹿児島国際大学弓道場 酒々井アウトレットJohnGrill

ザパークハウス市ヶ谷 横浜ダイヤビル

ＪＲ桜木町駅 銀座料理教室

小子内浜漁協 セガ・上小田井mozoワンダーシティ

auショップイオンモール京都桂川
LOVEWEGO池袋パルコ

二俣川北口共同ビル

御殿場十字の園

ライオンズふじみ野

シルバーシティ武蔵境
浦安第９中学校

ライオンズ上大岡

ホテル歌舞伎町

浦和学院

アトレ恵比寿
京都きもの友禅　キラリトギンザ店

ルミネ立川


