
 

 

 

 

 

 

 

News Release 

【本件に関するお問合せ先】 

プリモ・ジャパン株式会社 マーケティング部門 ブランドマーケティングセクション 広報担当： 佐川 

Tel： 03-6226-6261  Fax： 03-6226-6269  E-mail： release@primojapan.co.jp (受付時間 9:30～18：00) 

《I-PRIMO SHOP LIST》 

 

アイプリモ 銀座本店 

〒104-0061 東京都中央区銀座 2 丁目 6-9 

TEL：03-3528-6921 営業時間：11:00～19:30 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/ginza 

 

【北海道エリア】 

アイプリモ 札幌店 

〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西３丁目３-２２ 

TEL：011-231-5934 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 10:00～19:00 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/hokkaido/sapporo 

 

アイプリモ 函館店 

〒041-0806 北海道函館市美原１丁目４-３ 

TEL：0138-44-4711 営業時間：10:30～18:30 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/hokkaido/hakodate 

 

【東北エリア】 

アイプリモ 仙台店 

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目１１-１４ 

TEL：022-726-4869 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 10:00～19:00 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/tohoku/sendai 

 

アイプリモ 青森店 

〒030-0861 青森県青森市長島１丁目６-６ CROSS TOWER A-BAY１F 

TEL：017-732-1861 営業時間：10:30～18:30 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/tohoku/aomori 

 

アイプリモ 弘前パークホテル店 

〒036-8182 青森県弘前市土手町１２６ 弘前パークホテル内３F 

TEL：0172-31-0322 営業時間：10:00～18:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/tohoku/hirosaki 
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アイプリモ秋田店 

〒010-0001 秋田県秋田市中通２丁目４-１５ 

TEL：018-884-3080 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/tohoku/akita-als 

 

アイプリモ 盛岡大通店 

〒020-0022 岩手県盛岡市大通 3-2-5 

TEL：019-606-0541 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/tohoku/moriokaodori 

 

アイプリモ 山形店 

〒990-0043 山形県山形市本町１丁目７-３１ 

TEL：023-615-2122 営業時間：10:00～18:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/tohoku/yamagata 

 

アイプリモ 郡山モルティ店 

〒963-8002 福島県郡山市駅前２丁目１１-１ モルティ２F 

TEL：024-991-4816 営業時間：10:00～20:00 定休日：モルティに準じる 

https://www.iprimo.jp/shop/tohoku/koriyama-molti 

 

アイプリモ いわき店 

〒970-8026 福島県いわき市平作町２丁目１-１４ 

TEL：0246-35-0072 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/tohoku/iwaki 

 

 

オペラ福島店 (アイプリモ取扱店) 

〒960-8165 福島県福島市吉倉字谷地 82 番地 

TEL：024-539-5900 営業時間：10:00～18:00 定休日：火曜・水曜 

https://www.iprimo.jp/shop/tohoku/opera_fukushima 

 

【関東エリア】 

アイプリモ 日本橋店 

〒103-0027 東京都中央区日本橋１丁目３-１３ 東京建物日本橋ビル１F 

TEL：03-5204-6180 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/nihonbashi 
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アイプリモ 新宿店 

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１-２１ 

TEL：03-5360-8921 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 11:00～19:30 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/shinjuku 

 

アイプリモ 池袋店 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目８-１ WACCA IKEBUKURO１F 

TEL：03-5960-7675 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 11:00～19:30  

定休日：WACCA IKEBUKURO に準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/ikebukuro 

 

アイプリモ 丸井吉祥寺店 

〒180-8552 東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目７-１ 丸井吉祥寺店３F 

TEL：0422-40-0566 営業時間：10:30～20:00 定休日：丸井吉祥寺店に準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/kichijoji 

 

アイプリモ 町田店 

〒194-0022 東京都町田市森野１丁目３９-１５ 

TEL：042-710-6136 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/machida 

 

アイプリモ 立川店 

〒190-0023 東京都立川市柴崎町３丁目６-４ 

TEL：042-528-8171 営業時間：11:00～19:00 定休日：木曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/tachikawa 

アイプリモ 川越店 

〒350-0043 埼玉県川越市新富町２丁目２４-５ 

TEL：049-227-7261 営業時間：11:00～19:00 定休日：木曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/kawagoe 

 

アイプリモ 大宮店 

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目６-２大宮そごうビル内専門店街オズ２４ ２F 

TEL：048-650-1470 営業時間：11:00～19:00 定休日：大宮そごうに準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/omiya 
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アイプリモ ラゾーナ川崎プラザ店 

〒212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２-１ ラゾーナ川崎プラザ２F 

TEL：044-280-6816 営業時間：11:00～19:00 定休日：ラゾーナ川崎プラザに準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/kawasaki 

 

アイプリモ 横浜元町店 

〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町１丁目１１-５ 

TEL：045-228-1808 営業時間：11:00～19:00 定休日：木曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/yokohamamotomachi 

 

アイプリモ 横浜ベイクォーター店 

〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町１-１０ 横浜ベイクォーター４F 

TEL：045-441-0731 営業時間：11:00～20:00 定休日：横浜ベイクォーターに準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/yokohama-bayquarter 

 

アイプリモ ららぽーと湘南平塚店 

〒254-8510 神奈川県平塚市天沼１０-１ ららぽーと湘南平塚２F 

TEL：0463-25-0077 営業時間：11:00～20:00 定休日：ららぽーと湘南平塚に準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/hiratsuka 

 

アイプリモ ららぽーと TOKYO-BAY 店 

〒273-8530 千葉県船橋市浜町２丁目１-１ ららぽーと TOKYO-BAY 西館１F 

※9/3(土)移転リニューアルオープン 

〈新所在地〉〒273-8530 千葉県船橋市浜町 ２丁目１ １ ららぽーと TOKYO BAY 北館２F 

 

TEL：047-404-8051 営業時間：10:00～20:00 定休日：ららぽーと TOKYO-BAY に準ずる 

8/29(月)～9/2(金)臨時休業 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/tokyo-bay 

 

アイプリモ 千葉店 

〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町１００１ そごう千葉ジュンヌ１F 

TEL：043-301-3824 営業時間：10:00～20:00 定休日：そごうジュンヌに準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/chiba 

 

 

 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/kawasaki
https://www.iprimo.jp/shop/kanto/yokohamamotomachi
https://www.iprimo.jp/shop/kanto/yokohama-bayquarter
https://www.iprimo.jp/shop/kanto/hiratsuka
https://www.iprimo.jp/shop/kanto/tokyo-bay
https://www.iprimo.jp/shop/kanto/chiba


 

 

 

 

 

 

 

News Release 

【本件に関するお問合せ先】 

プリモ・ジャパン株式会社 マーケティング部門 ブランドマーケティングセクション 広報担当： 佐川 

Tel： 03-6226-6261  Fax： 03-6226-6269  E-mail： release@primojapan.co.jp (受付時間 9:30～18：00) 

アイプリモ 柏店 

〒277-0842 千葉県柏市末広町１５-２ 

TEL：04-7141-1331 営業時間：11:00～19:00 定休日：木曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/kashiwa 

 

アイプリモ 宇都宮店 

〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町４-２３ 

TEL：028-610-6720 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/utsunomiya 

 

アイプリモ 高崎店 

〒370-0849 群馬県高崎市八島町４８-４ 

TEL：027-321-5600 営業時間：10:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/takasaki 

 

アイプリモ 水戸店 

〒310-0026 茨城県水戸市泉町１丁目１-４ 

TEL：029-300-1477 営業時間：10:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/mito 

 

【甲信越・北陸エリア】 

アイプリモ 甲府店 

〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１６０３ 

TEL：055-244-5601 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/hokuriku/kofu 

 

アイプリモ 新潟店 

〒950-0909 新潟県新潟市中央区八千代２丁目１-１ 

TEL：025-255-6086 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/hokuriku/niigata 

 

アイプリモ 長野店 

〒380-0826 長野県長野市北石堂町１３８１ 

TEL：026-267-7271 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/hokuriku/nagano 
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アイプリモ 松本店 

〒390-0811 長野県松本市中央１丁目１９-１２ 

TEL：0263-35-7964 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/hokuriku/matsumoto-parco 

 

アイプリモ 富山店 

〒930-0083 富山県富山市総曲輪３丁目５-５ 

TEL：076-493-6723 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/hokuriku/toyama 

 

アイプリモ 金沢店 

〒920-0981 石川県金沢市片町１丁目３-２１ 金沢プレーゴ 

TEL：076-263-8650 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/hokuriku/kanazawa 

 

アイプリモ 福井店 

〒910-0804 福井県福井市高木中央 3-1606 アフィニスビル 1-B 

TEL：0776-97-9802 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/hokuriku/fukui 

 

【東海エリア】 

アイプリモ 名古屋栄店 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目２７-７ 

TEL：052-264-1175 営業時間：11:00～19:00 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/tokai/nagoya 

 

アイプリモ 名古屋駅前店 

〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町６丁目２４アクロスキューブ名古屋５F 

TEL：052-589-1735 営業時間：11:00～19:00 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/tokai/nagoya_ekimae 

 

アイプリモ 豊橋店 

〒440-0881 愛知県豊橋市広小路２丁目１ 

TEL：0532-57-6822 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/tokai/toyohashi 
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アイプリモ 岐阜店 

〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町７-１４ しんばしビル１F 

TEL：058-269-1617 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/tokai/gifu 

 

アイプリモ 近鉄四日市店 

〒510-8585 三重県四日市市諏訪栄町 7-34 近鉄百貨店四日市店１階 

TEL：059-350-8466 営業時間：10:00～18:30 定休日：近鉄百貨店四日市店に準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/tokai/yokkaichi-starisland 

 

アイプリモ 静岡店 

〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町２丁目５-８ 

TEL：054-653-3500 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/tokai/shizuoka 

 

アイプリモ 浜松店 

〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町１５ ザザシティ浜松西館１F 

TEL：053-450-7578 営業時間：10:00～19:00 定休日：ザザシティに準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/tokai/hamamatsu 

 

アイプリモ 沼津店 

〒410-0056 静岡県沼津市高島町２８-１２ 

TEL：055-929-1371 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/tokai/numazu 

 

【関西エリア】 

アイプリモ なんばパークス店 

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2 丁目 10-70 なんばパークス 3F 

TEL：06-6648-8871 営業時間：11:00～21:00 定休日：なんばパークスに準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/osaka 

 

アイプリモ 梅田茶屋町店 

〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１２-６ 

TEL：06-6374-7702 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 11:00～19:30 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/umeda 

 

https://www.iprimo.jp/shop/tokai/gifu
https://www.iprimo.jp/shop/tokai/yokkaichi-starisland
https://www.iprimo.jp/shop/tokai/shizuoka
https://www.iprimo.jp/shop/tokai/hamamatsu
https://www.iprimo.jp/shop/tokai/numazu
https://www.iprimo.jp/shop/kansai/osaka
https://www.iprimo.jp/shop/kansai/umeda


 

 

 

 

 

 

 

News Release 

【本件に関するお問合せ先】 

プリモ・ジャパン株式会社 マーケティング部門 ブランドマーケティングセクション 広報担当： 佐川 

Tel： 03-6226-6261  Fax： 03-6226-6269  E-mail： release@primojapan.co.jp (受付時間 9:30～18：00) 

アイプリモ 梅田ハービス ENT 店 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田２丁目２-２２ ハービスプラザエント２F 

TEL：06-6459-7281 営業時間：11:00～20:00 定休日：ハービス ENT に準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/umeda-hp 

 

アイプリモ 近鉄あべのハルカス店 

〒545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１-４３ あべのハルカス近鉄本店ウィング館４Ｆ 

TEL：06-6625-6623 営業時間：10:00～20:00 定休日：あべのハルカス近鉄ウィング館に準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/kintetsuabenoharukasu 

 

アイプリモ 神戸店 

〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目６-１ 

TEL：078-393-2571 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 11:00～19:30 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/kobe 

 

アイプリモ 姫路店 

〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町６０ ホテルモントレ姫路１F 

TEL：079-226-1888 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/himeji 

 

アイプリモ 京都店 

〒604-8033 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師西入ル奈良屋町３０６ 

TEL：075-257-1060 営業時間：11:00～19:00 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/kyoto 

 

アイプリモ 近鉄草津店 

〒525-8515 滋賀県草津市渋川 1-1-50 近鉄百貨店草津店 2 階 

TEL：077-596-3286 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 11:00～20:00 

定休日：近鉄百貨店草津店に準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/kintetsukusatsu 

 

アイプリモ 奈良店 

〒630-8236 奈良県奈良市下三条町１０-１ 

TEL：0742-20-6210 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 10:30～19:00 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/nara 

 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/umeda-hp
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https://www.iprimo.jp/shop/kansai/kintetsukusatsu
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News Release 

【本件に関するお問合せ先】 

プリモ・ジャパン株式会社 マーケティング部門 ブランドマーケティングセクション 広報担当： 佐川 

Tel： 03-6226-6261  Fax： 03-6226-6269  E-mail： release@primojapan.co.jp (受付時間 9:30～18：00) 

アイプリモ 和歌山店 

〒640-8342 和歌山県和歌山市友田町５-１８ 和歌山 MIO 北館１F 

TEL：073-435-1460 営業時間：10:00～19:00 定休日：和歌山 MIO に準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/wakayama 

 

【中国エリア】 

アイプリモ 広島店 

〒730-0036 広島県広島市中区袋町１-３ 

TEL：082-546-2030 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 10:30～19:30 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/chugoku/hiroshima 

 

アイプリモ 福山店 

〒720-0067 広島県福山市西町１丁目６-２５ 

TEL：084-973-3044 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/chugoku/fukuyama 

 

アイプリモ 岡山天満屋店 ザ・コートヤード表町 

〒700-0822 岡山県岡山市北区表町 1-11-38 ザ・コートヤード表町 2 階 

TEL：086-803-5165 営業時間：10:00～19:30 定休日：天満屋 ザ・コートヤード表町に準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/chugoku/okayama 

 

アイプリモ 米子しんまち天満屋店 

〒683-0805 鳥取県米子市西福原 2-1-10 米子しんまち天満屋 3F 

TEL：0859-30-2717 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 10:00～19:30 

定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/chugoku/yonago 

 

アイプリモ 山口店 

〒753-0047 山口県山口市道場門前１丁目２-２６ 

TEL：083-934-8770 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/chugoku/yamaguchi 

サロン・ド能地 出雲店 (アイプリモ取扱店) 

〒693-0051 島根県出雲市小山町 izumo TERRACE 2F 

TEL：0853-24-2233 営業時間：10:00～19:00 定休日：水曜 

https://www.iprimo.jp/shop/chugoku/d_izumo 

 

https://www.iprimo.jp/shop/kansai/wakayama
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News Release 

【本件に関するお問合せ先】 

プリモ・ジャパン株式会社 マーケティング部門 ブランドマーケティングセクション 広報担当： 佐川 

Tel： 03-6226-6261  Fax： 03-6226-6269  E-mail： release@primojapan.co.jp (受付時間 9:30～18：00) 

サロン・ド能地 益田店 (アイプリモ取扱店) 

〒698-0003 島根県益田市乙吉町イ 102-1 

TEL：0856-22-8552 営業時間：9:00～18:30 定休日：無休(正月休有り) 

https://www.iprimo.jp/shop/chugoku/d_masuda 

 

中井脩本店 (アイプリモ取扱店) 

〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町 623(駅前サンロード) 

TEL：0857-23-5221 営業時間：10:00～18:30 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/chugoku/nakaishu_honten 

 

【四国エリア】 

アイプリモ 高松店 

〒760-0029 香川県高松市丸亀町２-４ 

TEL：087-811-2470 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/shikoku/takamatsu 

 

アイプリモ 松山店 

〒790-0004 愛媛県松山市大街道１丁目５-５ 

TEL：089-915-2965 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/shikoku/matsuyama 

 

アイプリモ 徳島店 

〒770-0865 徳島県徳島市南末広町２-９０ 

TEL：088-602-7360 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/shikoku/tokushima 

 

アイプリモ 高知店 

〒780-0841 高知県高知市帯屋町１丁目７-１７ 

TEL：088-826-9922 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜・水曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/shikoku/kochi 

 

【九州エリア】 

アイプリモ 福岡天神店 

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名１丁目１５-４２ 

TEL：092-715-1950 営業時間：11:00～19:00 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/fukuoka 

https://www.iprimo.jp/shop/chugoku/d_masuda
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【本件に関するお問合せ先】 

プリモ・ジャパン株式会社 マーケティング部門 ブランドマーケティングセクション 広報担当： 佐川 

Tel： 03-6226-6261  Fax： 03-6226-6269  E-mail： release@primojapan.co.jp (受付時間 9:30～18：00) 

 

アイプリモ 博多マルイ店 

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街９-１ 博多マルイ４F 

TEL：092-477-1810 営業時間：10:00～21:00 定休日：博多マルイに準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/hakata 

 

アイプリモ 小倉店 

〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町 2-1-7 

TEL：093-513-0680 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/kokura 

 

アイプリモ 佐賀店 

〒840-0813 佐賀県佐賀市唐人１丁目２-１６ リンクタウン W-１ 

TEL：0952-41-5320 営業時間：平日 11:00～19:00 土日祝 10:30～19:30 定休日：無休 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/saga 

 

アイプリモ 長崎店 

〒850-0853 長崎県長崎市浜町８-３１ 

TEL：095-811-3270 営業時間：平日 10:30～18:30 土日祝 11:00～19:00 

定休日：水曜・木曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/nagasaki 

 

アイプリモ 大分店 

〒870-0035 大分県大分市中央町 1-4-24 

TEL：097-540-6336 営業時間：11:00～19:00 定休日：火曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/oita 

 

アイプリモ 熊本店 

〒860-0845 熊本県熊本市中央区上通町５-４６ 上通イーストンビル１階 

TEL：096-311-5290 営業時間：11:00～19:00 定休日：木曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/kumamoto 

 

アイプリモ 宮崎店 

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東３丁目４-９ 

TEL：0985-60-5202 営業時間：11:00～19:00 定休日：木曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/miyazaki 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/hakata
https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/kokura
https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/saga
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https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/oita
https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/kumamoto
https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/miyazaki
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【本件に関するお問合せ先】 

プリモ・ジャパン株式会社 マーケティング部門 ブランドマーケティングセクション 広報担当： 佐川 

Tel： 03-6226-6261  Fax： 03-6226-6269  E-mail： release@primojapan.co.jp (受付時間 9:30～18：00) 

アイプリモ 鹿児島店 

〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町 4-2 

TEL：099-239-5411 営業時間：11:00～19:00 定休日：木曜(祝日は営業) 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/kagoshima 

 

【沖縄エリア】 

アイプリモ 沖縄 PARCO CITY 店 

〒901-2123 沖縄県浦添市西洲 3-1-1 サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 1F 

TEL：098-917-4111 営業時間：10:00～22:00  

定休日：サンエー浦添西海岸 PARCO CITY に準ずる 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/okinawa 

 

■ブライダルリング専門店「アイプリモ」 

日本最大規模の店舗数を誇るブライダルリング専門店。豊富なダイヤモンドルースとリングデザインの中から

お好みのものを選びおつくりする「セレクトオーダースタイル」を主なサービスとし、一生ものとして長く着

け続けられる品質やつくりの良さ、200 種類以上のラインナップで国内外にて店舗を展開しております。流行

ではなく本質を求めたデザインや、プロの接客やサービス等、ブライダルリング専門店ブランドならではの総

合力でおふたりをお迎えいたします。アイプリモのリングにはひとつひとつにストーリーがあり、デザインと

ともに指輪に込められたストーリーがおふたりの門出を祝福いたします。ジュエリーコーディネーターの資格

を持つスタッフによるきめ細やかなおもてなしと、全国で受けられる安心のアフターケアは、ブライダルリン

グ専門店の「アイプリモ」ならではのこだわりです。 

https://www.iprimo.jp/ 

 

■プロポーズ準備室 

https://www.iprimo.jp/propose/ 

 

■会社概要 

商号   ：プリモ・ジャパン株式会社 

創立   ：1999 年 4 月 15 日 

本社所在地：東京都中央区銀座 5 丁目 12 番 5 号 白鶴ビルディング 4F 

TEL    ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269 

代表者  ：代表取締役社長 澤野直樹 

資本金  ：1 億円 

総店舗数 ：日本 89 店舗/海外 33 店舗（2022 年 4 月末時点） 

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売 

URL   ： https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html 

https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/kagoshima
https://www.iprimo.jp/shop/kyushu/okinawa
https://www.iprimo.jp/
https://www.iprimo.jp/propose/
https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html

