
公式サイト（fit partner） http://www.lafarfa-shoes.com/ 7月20日

ZOZOTOWN http://zozo.jp/brand/lafarfa/ 8月上旬～

LOCONDO（XTI）
https://www.locondo.jp/shop/brand/lafa
rfa

8月上旬～

（仮）楽天　LOCONDO店
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/l
a+farfa/?sid=313391

8月上旬～

ハッピーマリリン https://www.amarilyn.co.jp/ ８月下旬～

G-FOOT SHOES MARCHE https://www.g-foot.jp/ 7月25日

ASBee　通販サイト http://www.asbee.jp/ 7月25日

シュープラザ　公式通販サイト https://store.chiyodagrp.co.jp/smp/ 8月中旬～

シュープラザ　Yahoo店
https://shopping.geocities.jp/shoe-
chiyoda/sp/

8月中旬～

シュープラザ　楽天市場店
http://www.rakuten.ne.jp/gold/shoe-
chiyoda/sp/

8月中旬～

東京靴流通センター　楽天市場店
https://www.rakuten.ne.jp/gold/tsg-
mens/sp/

8月中旬～

靴チヨダ　楽天市場店 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/ 8月中旬～

SAKAZEN ネット店 https://www.sakazen.co.jp ８月１０日予定

ゆめタウン　夢彩都店 長崎県 7月23日

ゆめタウン　広島店 広島県 7月23日

ゆめタウン　光の森店 熊本県 7月23日

ゆめタウン　久留米店 福岡県 7月23日

ゆめタウン　佐賀店 佐賀県 7月23日

ゆめタウン　博多店 福岡県 7月23日

ゆめタウン　徳島店 徳島県 7月23日

ゆめタウン　高松店 香川県 7月23日

福田屋百貨店　宇都宮店 栃木県 9/上旬

福田屋百貨店　インターパーク店 栃木県 9/上旬

ウィノフスタイル水戸店 茨城県 9/上旬

ウィノフスタイル秋田店 秋田県 9/上旬

北大路ビブレ　エスパリエ 京都府 8月中旬

茨木ビブレ　エリプス店 大阪府 8月中旬

明石ビブレ　エリプス店 兵庫県 8月中旬

ビブレジーン筑紫野店 福岡県 8月中旬

la farfa 取り扱い店舗一覧　　※店舗によって取扱い商品、サイズ展開が異なります
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高崎ビブレ　エスパリエ 群馬県 8月中旬

HASHIBUN9QUE・2TUU　サンロード店 青森県 8/21～

HASHIBUN9QUE　イオンモール下田店 青森県 8/21～

HASHIBUN9QUE　ラピア店 青森県 8/21～

HASHIBUN2TUU　 ピアドゥ店 青森県 8/21～

ディバロ 美原ＦＭ店 北海道 7/27～

ディバロ 鹿島ＦＭ店 茨城県 7/27～

ディバロ 西大宮店 埼玉県 7/27～

ディバロ ホームズ宮原店 埼玉県 7/27～

ディバロ 青梅店 東京都 7/27～

ディバロ 藤沢ＦＭ店 神奈川県 7/27～

ディバロ 長津田店 神奈川県 7/27～

ディバロ アルピコプラザ店 長野県 7/27～

ディバロ アズタウン千音寺店 愛知県 7/27～

ディバロ ガーデンモール木津川 京都府 7/27～

ディバロ ジョイパーク泉丘 大阪府 7/27～

ディバロ つかしん店 兵庫県 7/27～

ディバロ 出雲ＦＭ店 島根県 7/27～

ディバロ フレスポ神辺ＦＭ店 広島県 7/27～

ディバロ ジョープラ店 愛媛県 7/27～

ディバロ ピエリ守山店 滋賀県 7/27～

ディバロ ゆめタウン学園店 広島県 7/27～

ディバロ サニーサイドモール小倉店 福岡県 7/27～

SAKAZEN 馬喰町店 東京都 ８月１０日予定

SAKAZEN 立川店 東京都 ８月１０日予定

SAKAZEN 柏店 千葉県 ８月１０日予定

SAKAZEN 西葛西店 東京都 ８月１０日予定

SAKAZEN 上大岡店 神奈川県 ８月１０日予定

SAKAZEN 伊勢佐木町店 神奈川県 ８月１０日予定

SAKAZEN 桶川店 埼玉県 ８月１０日予定

SAKAZEN 相模原店 神奈川県 ８月１０日予定

SAKAZEN 横須賀店 神奈川県 ８月１０日予定

SAKAZEN ユーカリが丘店 千葉県 ８月１０日予定

シューマート長野稲里店 長野県 8/22店着

シューマート長野東和田店 長野県 8/22店着

シューマート佐久平店 長野県 8/22店着



シューマート高崎上中居店 群馬県 8/22店着

シューマート高崎飯塚店 群馬県 8/22店着

シューマート前橋吉岡店 群馬県 8/22店着

シューマート伊勢崎宮子店 群馬県 8/22店着

シューマート足利店 栃木県 8/22店着

シューマート宇都宮インターパーク店 栃木県 8/22店着

シューマート太田店 群馬県 8/22店着

シューマート伊那店 長野県 8/22店着

シューマート甲府昭和店 山梨県 8/22店着

シューマート上越ウイング店 新潟県 8/22店着

シューマート長岡マーケットモール店 新潟県 8/22店着

シューマート宇都宮鶴田店 栃木県 8/22店着

エルパス関店 岐阜県 8/21～

清州ヨシヅヤ店 愛知県 8/21～

エルパスシューズランド蟹江店 愛知県 8/21～

エルパス伊勢店 三重県 8/21～

エルパス大安店 三重県 8/21～

エルパス各務原店 岐阜県 8/21～

エルパス津セノパーク店 三重県 8/21～

エルパス刈谷店 愛知県 8/21～

エルパス西尾店 愛知県 8/21～

エルパス多気店 三重県 8/21～

エルパスアスティ店 愛知県 8/21～

エルパス伊賀上野店 三重県 8/21～

エルパス浜松店 静岡県 8/21～

エルパス北テラス店 愛知県 8/21～

エルパス鈴鹿店 三重県 8/21～

イズミヤ 樟葉店 大阪 8/上旬

イズミヤ 和歌山店 和歌山 8/上旬

イズミヤ 西宮ガーデンズ店 兵庫 8/上旬

シューズ愛ランド出雲店 島根県 9/中旬

シューズ愛ランド松江上乃木店 島根県 9/中旬

シューズ愛ランド松江学園通店 島根県 9/中旬

シューズ愛ランド米子道笑町店 鳥取県 9/中旬

シューズ愛ランド鳥取安長店 鳥取県 9/中旬

シューズ愛ランド鳥取吉成店 鳥取県 9/中旬



シューズ愛ランド米子皆生店 鳥取県 9/中旬

シューズ愛ランド倉敷下庄店 岡山県 9/中旬

シューズ愛ランド岡山十日市店 岡山県 9/中旬

シューズ愛ランド福山蔵王店 広島県 9/中旬

シューズ愛ランド南岩国店 山口県 9/中旬

シューズ愛ランド津山店 岡山県 9/中旬

シューズ愛ランド山口店 山口県 9/中旬

シューズ愛ランド倉敷笹沖店 岡山県 9/中旬

シューズ愛ランド広島緑井店 広島県 9/中旬

シューズ愛ランド山口周南店 山口県 9/中旬

シューズ愛ランド東尾道店 広島県 9/中旬

シューズ愛ランド北九州折尾店 福岡県 9/中旬

シューズ愛ランド佐賀店 佐賀県 9/中旬

シューズ愛ランド太宰府店 福岡県 9/中旬

シューズ愛ランド福岡福重店 福岡県 9/中旬

シューズ愛ランド下関店 山口県 9/中旬

シューズ愛ランド八尾沼店 大阪府 9/中旬

シューズ愛ランド熊本光の森店 熊本県 9/中旬

シューズ愛ランド泉北高石店 大阪府 9/中旬

シューズ愛ランド橿原店 奈良県 9/中旬

シューズ愛ランド鈴鹿店 三重県 9/中旬

シューズ愛ランド奈良柏木店 奈良県 9/中旬

シューズ愛ランド堺なかもず店 大阪府 9/中旬

シューズ愛ランド浜松入野店 静岡県 9/中旬

シューズ愛ランド宇部店 山口県 9/中旬

シューズ愛ランド浜松市野店 静岡県 9/中旬

シューズ愛ランド小松店 石川県 9/中旬

シューズ愛ランド羽曳野店 大阪府 9/中旬

シューズ愛ランド鳥取倉吉店 鳥取県 9/中旬

シューズ愛ランド小倉下曽根店 福岡県 9/中旬

シューズ愛ランド福岡新宮店 福岡県 9/中旬

シューズ愛ランド久留米上津ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 福岡県 9/中旬

シューズ愛ランドコスタ行橋店 福岡県 9/中旬

靴の伊太利屋　江釣子ＳＣパル店 岩手県 8/21～

アブアブ上野 ３Ｆ店　 東京都 8/21～

うめだ阪急6F　チャビーカーヴィー 大阪府 8月（未定）

㈱チヨダ　TSRC三沢店 青森県 8月5日店着

テン　新宿店 東京都 8/21～



シューズ＆バッグ　ここち 長崎県 8/21～

ニューアテネ 広島県 9/21～


