
足と靴でお悩みの方にぜひ行ってもらいたい、足と靴でお悩みの方にぜひ行ってもらいたい、
足と靴のプロフェッショナルがいる靴屋さんを
一覧ＭＡＰにしました。
お近くのお店にぜひお問い合わせください。

←靴屋さん所在地マーク

監修･お問い合わせ先→シューズクラトミ大濠本店
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北海道エリア
①アルファ美輝 HPﾘﾝｸ
北海道札幌市中央区北1条西23-1-28
☎０１２０－８４１－９２８

②北出靴店 HPﾘﾝｸ
北海道三笠市幸町12-9
☎０１２６７－２－２４２０

③フットルース HPﾘﾝｸ
北海道日高郡新ひだか町静内吉野町1-1-6
☎０１４６－４３－０６３２

④中村靴店 HPﾘﾝｸ
北海道釧路市北大通4-6
☎０１５４－３１－４１９２

関東エリア
①楽歩堂 高崎店 HPﾘﾝｸ
群馬県高崎市緑町4-7-7
☎０２７－３６４－６４１４

②足靴工房オーマンアジル HPﾘﾝｸ
群馬県伊勢崎市下植木町549-D201(在宅)
☎０９０－５７６０－４９１６

③キャッチボール HPﾘﾝｸ
茨城県ひたちなか市表町16-3
☎０２９－２７２－４１９２

④ゲゼレのシュー工房 ストウ HPﾘﾝｸ
茨城県つくば市北条7
☎０２９－８６７－２２０１

⑤シェーネ・本店 HPﾘﾝｸ
埼玉県久喜市久喜中央4-1-6
☎０４８０－２４－１６５４

⑥シューフィット・セキネ HPﾘﾝｸ東北エリア

関西エリア
①丸手印靴工房 HPﾘﾝｸ
京都府八幡市男山長沢16-8ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ101
☎０７５－９８３－０２１３

②歩いて健康 フットクリエイト HPﾘﾝｸ
京都府京都市下京区間ノ町通上珠数屋町下ル打越町
318
☎０７５－３６５－３７４８

③靴屋楽ちん 伏見本店 HPﾘﾝｸ
京都府京都市伏見区竹田七瀬川町378ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ
1階
☎０７５－６４６－３０９２

靴屋楽ちん 三条店
京都府京都市中京区麩屋町通三条下ル白壁町
439
☎０７５－２５１－１９９２

④オーモチ靴店 HPﾘﾝｸ
大阪府高槻市芥川町1-10-4

中部エリア
④ｼｭｰｽﾞｼｮｯﾌﾟＨＡＳＨＩＭＯＴＯ HPﾘﾝｸ
愛知県名古屋市港区甚兵衛通２－４－３
☎０５２－３８２－１８３８

⑤おさだウイズ店 HPﾘﾝｸ
愛知県刈谷市一ツ木町１丁目１－１
☎０５６６－２４－２４２１

⑥フットマインド 上前津本店 HPﾘﾝｸ
愛知県名古屋市中区上前津2-14-15
☎０５２－３２２－８５５８

①中山靴店 岡山店 HPﾘﾝｸ
岡山県岡山市北区表町2-1-1 岡山天満屋内
☎０８６－２３１－７７６１

中山靴店 倉敷店 HPﾘﾝｸ
⑥シューフィット・セキネ HPﾘﾝｸ
埼玉県志木市館2-7-1
☎０４８－４７５－０２２２

⑦足と靴の相談室 ＴＯＭＯＥ HPﾘﾝｸ
埼玉県富士見市鶴瀬東2-18-11
☎０４９－２５４－１１９２

⑧クランツ
東京都中野区若宮1-20-7
☎０３－３３３９－６６５０

⑨シューズ・シムラ HPﾘﾝｸ
東京都世田谷区南烏山5-12-4
☎０３－３３０９－１７７４

⑩オートフィッツ HPﾘﾝｸ
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-17-2
☎０４２２－４７－８８９１

⑪GOZOシューズデパートメント HPﾘﾝｸ
東京都八王子市八日町2-4 1F
☎０４２－６２１－０００７

⑫池田靴店 HPﾘﾝｸ
東京都羽村市五ノ神4-2-3
☎０４２－５５５－５９９３

①かんのシューズ 水沢本店 HPﾘﾝｸ
岩手県奥州市水沢 区字東町26-8
☎０１９７－２４－８１９２

かんのシューズ 江釣子SCパル店
岩手県北上市北鬼柳19-68ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰpal
☎０９１７－６５－２５４０

②ラ・ムスタッシュ HPﾘﾝｸ
宮城県塩竃市本町1-1
☎０２２－３６５－２９１０

③フラッツ１０２コンフォート HPﾘﾝｸ
宮城県仙台市太白区長町南4-24-20
☎０２２－２４７－７１０１

④楽歩堂 新潟店 HPﾘﾝｸ
新潟県新潟市中央区東大通2-3-28
☎０２５－３８３－８１１５

⑤靴のやまごん 国道店 HPﾘﾝｸ
新潟県胎内市中条字小荒川3093-1
☎０２５４－４４－７７３３

大阪府高槻市芥川町1-10-4
☎０７２－６８３－１３１３

⑤モネ・テラモト HPﾘﾝｸ
大阪府大阪市中央区南船場1-16-23ﾊﾟﾚﾛﾜｲﾔﾙ
順慶町102
☎０６－４７０５－００３３

⑥ROOM-9 西山靴研究所 HPﾘﾝｸ
大阪府池田市呉服町1-1ｻﾝｼﾃｨ池田124
☎０７２－７５２－２７５３

⑦楽歩堂run＆walk 阪急うめだ店 HPﾘﾝｸ
大阪府大阪市北区角田町8-7
☎０６－６３１３－９４３５

⑧アイアイクック HPﾘﾝｸ
大阪府富田林市若松町西１丁目1865-10
☎０７２１－２３－５５５３

⑨カクマツ屋靴店 HPﾘﾝｸ
大阪府大阪市東住吉区駒川4-16-3
☎０６－６６９２－４５９２

⑩ＡＮＤＡＮＴＩＮＯ(ｱﾝﾀﾞﾝﾃｨｰﾉ)HPﾘﾝｸ
和歌山県和歌山市新高町2-13

中山靴店 倉敷店 HPﾘﾝｸ
岡山県倉敷市阿知1-7-1 倉敷天満屋内
☎０８６－４２６－２３５８

②山岡靴店
広島県広島市安佐北区三入3－3－28
☎０８２－５１６－５４９２

③バイタルフス高知 HPﾘﾝｸ
高知県高知市高須新町3-4-10
☎０８８－８６１－２３３２

④くつ家ともだ HPﾘﾝｸ
愛媛県今治市常盤町３－４－１５
☎０８９８－３２－０９６４

九州エリア
①シューズクラトミ 大濠本店 HPﾘﾝｸ
福岡県福岡市中央区荒戸１丁目
☎０９２－７９１－８５４２

シューズクラトミ 小倉店☎０４２－５５５－５９９３

⑬アルプスシューズ HPﾘﾝｸ
東京都豊島区巣鴨3-18-17
☎０３－３９４９－００８６

⑭ネイチャーズウォーク HPﾘﾝｸ
千葉県千葉市中央区本町3-2-3
☎０４３－４４１－４１４９

⑮靴のみやざき HPﾘﾝｸ
神奈川県藤沢市長後672
☎０４６６－４４－０１３４

⑯わかまつ靴店 HPﾘﾝｸ
神奈川県横須賀市衣笠栄町1-70
☎０４６－８５１－４４２８

☎０７３－４９４－７１１０

⑪宝塚コンドル HPﾘﾝｸ
兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1-アピア1-1Ｆ
☎０７９７－７１－２３７２
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中部エリア
①足と靴の相談室 三喜屋靴店 HPﾘﾝｸ
岐阜県瑞浪市上平町4-3
☎０５７２－６８－２９３４

②足にやさしい靴店 広瀬本店 HPﾘﾝｸ
岐阜県岐阜市神室町2-13
☎０５８－２６２－３９６６

③足と靴の専門店SKiP（スキップ）HPﾘﾝｸ
静岡県浜松市中区富塚町4702-12
☎０５３－４５２－６４３２

シューズクラトミ 小倉店
福岡県北九州市小倉北区京町1-4-21
☎０９３－９６７－６４７９

②楽歩堂run＆walk 博多阪急店 HPﾘﾝｸ
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1－1
☎０９２－４１９－５７８０

③PASSO＆(パッサンド) HPﾘﾝｸ
福岡県福岡市城南区鳥飼6-1-24
☎０９２－２１０－９９２５

③あしとくつの健康館 山口屋 HPﾘﾝｸ
長崎県長崎市片淵1-11-28
☎０９５－８２２－７３４７

④シュプール HPﾘﾝｸ
熊本県熊本市画図町重富506-2
☎０９６－２８５－５１１４

⑤ア・クーユ HPﾘﾝｸ
宮崎県都城市上町8-5
☎０８０－２７２６－１０３９

http://www.alphamiki.co.jp/
http://www.kitadekutsuten.com/
http://www.order-insole.jp/
https://www.facebook.com/given.the.feet.and.shoes/?fref=ts
http://www.kanno-shoes.com/
http://www.kanno-shoes.com/
http://la-moustache.main.jp/
http://www.flats102.co.jp/
http://www.rakuhodou.com/
http://www.rakuhodou.com/
http://www.rakuhodou.com/
http://www.rakuhodou.com/
http://www.yamagon.jp/
http://www.a-agiles.com/
http://www.mbt-ortho.jp/
http://sutou-kutsu.com/
http://www.schone.jp/
http://tomoe92.web.fc2.com/
http://www.hakigokochi.com/
http://www.o-fits.com/
http://www.gozo-shoes.com/
http://www.arukiyasui.jp/
http://shoefit-sekine.com/
http://www.alpsshoes.com/
http://natureswalk.co.jp/
http://www.kutsunomiyazaki.com/
http://wakamatukututen.com/w2/
http://www.marutezirusi.com/
http://www.footcreate.com/index.php
http://www.928rakuchin.com/
http://www.928rakuchin.com/
http://www.ohmochi.co.jp/
http://monet-teramoto.com/
http://kenko-gutsu.co.jp/
http://www.iikook.com/
http://ameblo.jp/kakumatsuya/
https://www.facebook.com/andantino.foot/timeline
https://www.facebook.com/Takarazuka9283condor
http://mikiyakututen.com/
http://shoes-hirose.net/
http://www.skipshoes.jp/
http://www.h3.dion.ne.jp/~shoes/
http://www.osada-with.co.jp/
http://www.footmind.co.jp/
http://www.lamanodekent.co.jp/
http://www.lamanodekent.co.jp/
http://www.lamanodekent.co.jp/
http://www.lamanodekent.co.jp/
http://www.vitalfusskochi.com/
http://kutuyatomoda.com/
http://kuratomi.info/
http://kuratomi.info/
http://kuratomi.info/
http://passoand.com/
http://yamaguchiya.info/
http://www.shoes-spur.com/
http://behappiness.jp/beauty/shop/accueil.html
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