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実施店舗 県名 住所 TEL

札幌スポーツ館　マルヤマクラス店 北海道 札幌市中央区南１条西２７‐１‐１　マルヤマクラス２Ｆ 011-676-5588

札幌スポーツ館　本店 北海道 札幌市中央区南３条西３角 011-222-5151

クリエイトスポーツ・オバラ 北海道 札幌市中央区南８条西１４‐２‐２１ 011-211-4400

プロショップ　スポテック 北海道 札幌市北区北１８条西２‐１‐１６　清野ビル２Ｆ 011-252-7707

スーパースポーツゼビオ　札幌太平店 北海道 札幌市北区太平６条２‐２‐１ 011-771-4501

札幌スポーツ館　サツエキＢｒｉｄｇｅ店 北海道 札幌市北区北６条西５‐１‐１２　サツエキＢrｉｄｇｅ内 011-200-5588

ダイワスポーツ　 北海道 札幌市東区北１７条東４‐３‐１６ 011-751-7111

ゼビオスポーツエクスプレス　アリオ札幌店 北海道 札幌市東区北７条東９‐２‐２０ 011-743-9211

ニッセンスポーツ 北海道 札幌市白石区本通７北１‐３４ 011-376-1351

スーパースポーツゼビオ　ドーム札幌月寒店 北海道 札幌市豊平区月寒東３条１１‐１‐１０ 011-859-6670

スポーツショップ古内 北海道 札幌市南区石山２条２‐８‐２２ 011-591-3587

うめやスポーツ　西野店 北海道 札幌市西区西町南５‐１‐２０ 011-663-0767

スーパースポーツゼビオ　新発寒店 北海道 札幌市手稲区新発寒４条１‐１‐８５ 011-665-5778

スーパースポーツゼビオ　函館昭和タウンプラザ店 北海道 函館市昭和１‐２９‐１ 0138-40-0258

ミノルスポーツ　 北海道 函館市松陰町２４‐３ 0138-52-1468

うめやスポーツ 北海道 小樽市花園１‐１１‐１３ 0134-23-7401

フタバスポーツ 北海道 旭川市９条通り７‐右１０ 0166-24-3438

スーパースポーツゼビオ　旭川永山店 北海道 旭川市永山３条３‐２‐４ 0166-46-0717

札幌スポーツ館　イオンモール旭川駅前店 北海道 旭川市宮下通７‐２‐５　イオンモール旭川駅前 0166-23-0191

スーパースポーツゼビオ　モルエ室蘭中島店 北海道 室蘭市中島本町１‐１‐１１ 0143-41-6333

スポーツハウス　釧路店 北海道 釧路市芦野３‐１‐１ 0154-64-5005

スーパースポーツゼビオ　帯広いっきゅう店 北海道 帯広市西１９条南２‐３０‐５ 0155-38-5220

スポーツハウス　帯広店 北海道 帯広市西５条南２４‐３‐１　セントラル５　Ａ号 0155-22-1151

スポーツハウス　北見店 北海道 北見市とん田西町２１８‐１７　とん田グリーンビル 0157-24-3753

スーパースポーツゼビオ　北見店 北海道 北見市東三輪４‐１２‐２ 0157-26-3115
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石田スポーツ 北海道 岩見沢市１条西２‐９‐１ 0126-22-2500

ニッセンスポーツアスリート　網走店 北海道 網走市南４条西３‐１１ 0152-61-1000

スーパースポーツゼビオ　苫小牧柳町店 北海道 苫小牧市柳町４‐３‐２５ 0144-53-5755

スーパースポーツゼビオ　滝川店 北海道 滝川市東町８‐３１１‐１ 0125-23-6767

トモエスポーツ　北広島店 北海道 北広島市中央３‐８‐２　第６ニューオオタニビル１Ｆ 011-373-4677

タケシマスポーツ 北海道 河西郡芽室町東めむろ３条南１‐１‐３ 0155-62-0222

スポーツビーイングオバラ 北海道 釧路郡釧路町桂木３‐５ 0154-39-2715

スーパースポーツゼビオ　釧路店 北海道 釧路郡釧路町木場１‐３‐４ 0154-37-5561

タケダスポーツ　堤橋店 青森県 青森市栄町１‐５‐１ 017-741-4545

スーパースポーツゼビオ　青森中央店 青森県 青森市東大野２‐１２‐１ 017-762-1755

タケダスポーツ　弘前店 青森県 弘前市城東北４‐５‐５ 0172-28-1533

スーパースポーツゼビオ　弘前高田店 青森県 弘前市大字高田５‐１‐１ 0172-29-3100

スーパースポーツゼビオ　ピアドゥ八戸店 青森県 八戸市沼館４‐７‐１１３ 0178-47-0801

スーパースポーツゼビオ　五所川原エルム店 青森県 五所川原市大字唐笠柳字藤巻５０９‐１ 0173-38-6700

タケダスポーツ　むつ店 青森県 むつ市下北町２‐５２ 0175-23-8501

タケダスポーツ　柏店 青森県 つがる市柏上古川八重崎１３８ 0173-25-2451

タケダスポーツ　下田店 青森県 上北郡おいらせ町菜飯５０‐１ 0178-56-2500

ネクサス　盛岡みたけ店 岩手県 盛岡市みたけ２‐８‐４０ 019-647-2011

藤沢体育堂 岩手県 盛岡市青山４‐１０‐２８ 019-647-8484

ネクサス　仙北店 岩手県 盛岡市東仙北１‐１０‐２７ 019-635-1277

スーパースポーツゼビオ　盛岡盛南店 岩手県 盛岡市本宮６‐７‐１７ 019-656-4666

タケダスポーツ　宮古店 岩手県 宮古市長町１‐６‐２２ 0193-64-1123

ネクサス　花巻店 岩手県 花巻市上小舟渡５１ 0198-23-4272

タケダスポーツ　花巻店 岩手県 花巻市大通り１‐５８３ 0198-22-3933

ネクサス　北上店 岩手県 北上市北鬼柳１８‐３５ 0197-63-8500

ネクサス　一関店 岩手県 一関市赤荻字堺１０ 0191-25-5270

タケダスポーツ　二戸店 岩手県 二戸市福岡上町９‐１ 0195-23-4321

タケダスポーツ　水沢店 岩手県 奥州市水沢佐倉河字羽黒田１１ 0197-25-7272



ネクサス　水沢店 岩手県 奥州市水沢佐倉河字慶徳８７ 0197-22-8381

スーパースポーツゼビオ　紫波店 岩手県 紫波郡紫波町高水寺欠上り２‐１ 019-672-1500

スーパースポーツゼビオ　あすと長町店 宮城県 仙台市太白区あすと長町１‐４‐５０ 022-748-0850

スーパースポーツゼビオ　ザ・モール仙台長町店 宮城県 仙台市太白区長町７‐２０‐３ 022-308-9888

スーパースポーツゼビオ　仙台泉中央店 宮城県 仙台市泉区泉中央４‐２４‐３ 022-371-9139

スーパースポーツゼビオ　石巻店 宮城県 石巻市恵み野３‐３‐１７ 0225-21-5750

ネクサス　気仙沼店 宮城県 気仙沼市赤岩杉ノ沢７７‐２ 0226-25-6160

スーパースポーツゼビオ　名取店 宮城県 名取市杜せきのした３‐８‐６ 022-383-1851

ネクサス　南方店 宮城県 登米市南方町鴻ノ木１２７‐１ 0220-58-5034

スーパースポーツゼビオ　イオンタウン古川店 宮城県 大崎市古川沢田字筒場浦１５ 0229-27-2356

スーパースポーツゼビオ　秋田茨島店 秋田県 秋田市茨島１‐４‐６５ 018-863-8001

タケダスポーツ　秋田店 秋田県 秋田市寺内蛭根１‐１６‐１ 018-862-6600

タケダスポーツ　能代店 秋田県 能代市字西大瀬３０‐３ 0185-52-5201

ネクサス　横手店 秋田県 横手市安田字堰添３４‐１ 0182-36-2553

タケダスポーツ　大館店 秋田県 大館市水門町５‐１ 0186-42-9365

タケダスポーツ　湯沢店 秋田県 湯沢市字上荻生田１６２　イオンスーパーセンター湯沢店内 0183-79-5620

タケダスポーツ　鹿角店 秋田県 鹿角市花輪字扇の間１１１ 0186-23-3530

ネクサス　由利本荘店 秋田県 由利本荘市石脇字田尻野１７‐２４ 0184-25-8050

タケダスポーツ　大曲店 秋田県 大仙市戸蒔字錨１７‐１ 0187-62-1200

スーパースポーツゼビオ　イオンモール大曲店 秋田県 大仙市和合字坪立１７７　イオンモール大曲１Ｆ 0187-66-3727

川井スポーツ 山形県 山形市七日町２‐７‐２１ 023-622-8528

スーパースポーツゼビオ　山形吉原店 山形県 山形市若宮４‐４‐１７ 023-647-3788

タケダスポーツ　山形清住店 山形県 山形市清住町３‐９‐３０ 023-645-2121

カスカワスポーツ　南原本店 山形県 山形市南原町２‐１１‐１ 023-642-0020

スーパースポーツゼビオ　米沢店 山形県 米沢市金池６‐７‐１ 0238-24-4682

タケダスポーツ　米沢店 山形県 米沢市金池７‐４‐５ 0238-21-1650

ネクサス　イオンタウン酒田店 山形県 酒田市泉町２０１ 0234-34-2045

ネクサス　新庄店 山形県 新庄市金沢２１３４‐１ 0233-28-7120



ＴＨE　EＣ　ＭＡＬＬ　富士スポーツ　村山店 山形県 村山市楯岡新町１‐１０‐２ 0237-55-5805

スーパースポーツゼビオ　天童店 山形県 天童市芳賀タウン北１‐８‐２４ 023-656-8290

富士スポーツ　尾花沢本店 山形県 尾花沢市新町１‐４‐３４ 0237-22-0153

スーパースポーツゼビオ　ル・パークみかわ店 山形県 東田川郡三川町大字猪子字大堰端２９１‐１ 0235-68-0211

スーパースポーツゼビオ　福島南バイパス店 福島県 福島市黒岩字浅井１８ 024-545-3399

オノヤスポーツ　ＭＡＸ店 福島県 福島市曽根田町１‐１８　ＭＡＸふくしま３Ｆ 024-573-8607

スーパースポーツゼビオ　福島矢野目店 福島県 福島市南矢野目字桜内３９‐２ 024-555-1240

スーパースポーツゼビオ　会津若松町北店 福島県 会津若松市町北町大字上荒久田字宮下１５８ 0242-22-3839

ゼビオスポーツエクスプレス　アティ郡山店 福島県 郡山市駅前１‐１６‐７　アティ郡山５Ｆ 024-927-0866

ワタナベスポーツ 福島県 郡山市駅前２‐９‐８ 024-922-3650

スーパースポーツゼビオ　郡山西ノ内店 福島県 郡山市西ノ内２‐１１‐３５　西部プラザ２Ｆ 024-923-2739

スーパースポーツゼビオ　いわき店 福島県 いわき市鹿島町米田字日渡５ 0246-28-3939

遠藤スポーツ 福島県 いわき市平中町７‐４ 0246-23-8134

スーパースポーツゼビオ　メガステージ白河店 福島県 白河市字新高山８ 0248-23-4223

村上スポーツ　白河店 福島県 白河市転坂６８‐２ 0248-22-7650

スーパースポーツゼビオ　メガステージ須賀川店 福島県 須賀川市広表１９‐１ 0248-63-7511

ヤマトスポーツ　喜多方店 福島県 喜多方市寺町４７６４ 0241-22-5131

スーパースポーツゼビオ　水戸店 茨城県 水戸市笠原町１８８‐１ 029-305-5712

スポーツカムイ　水戸店 茨城県 水戸市笠原町９７８‐３９　ロゼオ水戸内 029-246-5993

スーパースポーツゼビオ　日立城南店 茨城県 日立市城南町３‐４‐３ 0294-26-7181

シノハラスポーツ 茨城県 日立市千石町１‐３‐２ 0294-33-0141

スーパースポーツゼビオ　ドームつくば学園東大通り店 茨城県 土浦市中村南６‐１２‐１８ 029-843-6610

スポーツカムイ　古河店 茨城県 古河市雷電町１‐１８　あかやまＪＯＹ２Ｆ 0280-23-1717

スーパースポーツゼビオ　イーアスつくば店 茨城県 つくば市研究学園５‐１９　イーアスつくば２Ｆ 029-868-7161

スポーツカムイ　鹿嶋店 茨城県 鹿嶋市鉢形１５１３‐１ 0299-85-3308

大島スポーツ 茨城県 筑西市下岡崎１‐２‐１０ 0296-24-0123

ゼビオスポーツエクスプレス　トナリエ宇都宮店 栃木県 宇都宮市駅前通り１‐４‐６　トナリエ宇都宮５Ｆ 028-616-1851

スーパースポーツゼビオ　宇都宮細谷店 栃木県 宇都宮市細谷町６９４‐１ 028-643-6011



岩渕スポーツ 栃木県 宇都宮市竹林町１０８７‐２ 028-621-7447

イシザキスポーツ 栃木県 宇都宮市中央２‐１‐２ 028-634-6469

宇都宮スポーツ 栃木県 宇都宮市中戸祭町８３３‐２１ 028-622-3681

スーパースポーツゼビオ　宇都宮石井店 栃木県 宇都宮市陽東８‐２２‐１ 028-689-0045

スーパースポーツゼビオ　足利店 栃木県 足利市堀込町２４８５‐２ 0284-73-7141

アベスポーツ 栃木県 足利市堀込町２６６３ 0284-71-0303

スーパースポーツゼビオ　小山店 栃木県 小山市駅南町２‐３０‐２０ 0285-28-3261

奈良スポーツ 栃木県 大田原市紫塚２‐２６０９‐９７ 0287-22-2670

村上スポーツ　黒磯店 栃木県 那須塩原市黒磯幸町３‐７ 0287-62-0030

スポーツカムイ　自治医大店 栃木県 下野市祇園１‐２４ 0285-29-4929

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　高崎店 群馬県 高崎市緑町１‐２９‐４ 027-365-4801

タキスポーツ　ファクトリー店 群馬県 桐生市広沢町３‐３７９４‐１ 0277-54-3331

ヒマラヤスポーツ　マーケットシティ桐生店 群馬県 桐生市相生町１‐１２４‐１　ヤオコーマーケットシティ桐生内 0277-70-6300

スーパースポーツゼビオ　スマーク伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市西小保方町３６８　スマーク伊勢崎２Ｆ 0270-30-7800

タキスポーツ　太田店 群馬県 太田市本町２０‐５ 0276-22-3331

タキスポーツ　館林店 群馬県 館林市栄町５‐４ 0276-71-3331

スポーツカムイ　大宮西店 埼玉県 さいたま市西区三橋６‐６０７‐１３　イオン大宮西店４Ｆ 048-620-3309

スーパースポーツゼビオ　さいたま新都心コクーンシティ店 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町４‐２６３‐６　コクーン３　３Ｆ 048-650-7455

埼玉スポーツ 埼玉県 さいたま市大宮区宮町５‐３‐２ 048-641-3303

フタバサッカーワールド 埼玉県 さいたま市中央区上落合２‐３‐５　アル‐サＢ館　３Ｆ 048-711-3128

スーパースポーツゼビオ　ビバモールさいたま新都心店 埼玉県 さいたま市浦和区上木崎１‐１３‐１　ビバモールさいたま新都心４Ｆ 048-815-8000

Ｂ＆Ｄ　浦和パルコ店 埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町１１‐１　浦和パルコ３Ｆ 048-611-8455

マインスポーツ 埼玉県 さいたま市緑区原山３‐８‐２１ 048-885-1233

ときわスポーツ　川越アスリート館 埼玉県 川越市脇田町３３‐１０‐１１ 049-224-4224

ときわスポーツ　フットボールショップパシオン川越店 埼玉県 川越市脇田町３３‐９ 049-225-0905

Ｂ＆Ｄ　熊谷店 埼玉県 熊谷市銀座２‐９７　ニットーモールカルパ館１Ｆ 048-599-0622

スポーツカムイ　熊谷店 埼玉県 熊谷市原島１２４７‐１ 048-580-6062

スーパースポーツゼビオ　イオンモール川口店 埼玉県 埼玉県川口市安行領根岸３１８０　イオンモール川口２Ｆ 048-287-8020



スポーツカムイ　所沢店 埼玉県 所沢市下富６６４‐１ 04-2942-4789

スーパースポーツゼビオ　ピオニウォーク東松山店 埼玉県 東松山市あずま町４‐３　ピオニウォーク東松山２Ｆ 0493-31-0075

ハタヤスポーツ　深谷本店 埼玉県 深谷市西島町１‐３‐６ 048-571-0563

スーパースポーツゼビオ　アリオ上尾店 埼玉県 上尾市大字壱丁目３６７　アリオ上尾２Ｆ 048-780-1220

スポーツカムイ　上尾店 埼玉県 上尾市二ツ宮１０８０‐１ 048-770-6612

スポーツマリオ　草加マルイ店 埼玉県 草加市高砂２‐９‐１　草加マルイ４Ｆ 048-951-4646

テリヤスポーツ　本店 埼玉県 草加市長栄町３‐３０‐１０ 0489-41-3310

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　スポーツモール　越谷イオンレイクタウン店 埼玉県 越谷市レイクタウン４‐２‐２　イオンレイクタウンＫＡＺＥ１Ｆ 048-990-3391

スポーツカムイ　越谷店 埼玉県 越谷市大沢５３４　専門店プラザリンデン１Ｆ、２Ｆ 048-971-3379

フタバスポーツ　朝霞本店 埼玉県 朝霞市幸町３‐４‐１５ 048-467-1128

ヒマラヤスポーツ　新座店 埼玉県 新座市野火止７‐４‐１２ 048-480-4155

スーパースポーツゼビオ　アリオ鷲宮店 埼玉県 久喜市久本寺字谷田７‐１　アリオ鷲宮２Ｆ 0480-57-1056

ヒマラヤスポーツ　モラージュ菖蒲店 埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲６００５‐１　モラージュ菖蒲２Ｆ 0480-87-2025

スーパースポーツゼビオ　埼玉ららぽーと富士見店 埼玉県 富士見市山室１‐１３１３　ららぽーと富士見３Ｆ 049-275-1315

スポーツカムイ　三郷店 埼玉県 三郷市戸ケ崎２‐３０２ 048-948-2044

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと新三郷店 埼玉県 三郷市新三郷ららシティ３‐１‐１　ららぽーと新三郷ＡＮＮＥＸ３Ｆ 048-954-6541

スポーツカムイ　坂戸店 埼玉県 坂戸市大字片柳２２１１ 049-280-3773

スポーツショップ　アスリート 埼玉県 鶴ケ島市鶴ケ丘２７３‐９ 049-286-7288

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　ウニクス上里店 埼玉県 児玉郡上里町大字七本木２２７２‐１　ウニクス上里内 0495-35-0180

スーパースポーツゼビオ　アリオ蘇我店 千葉県 千葉市中央区川崎町５２‐７ 043-209-2777

ときわスポーツ　千葉店 千葉県 千葉市中央区弁天１‐１５‐２ 043-284-5113

ゼビオスポーツエクスプレス　千葉浜野店 千葉県 千葉県千葉市緑区古市場町９０４－１２ 043-310-5341

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　おゆみ野店 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南５‐１９‐７ 043-226-9901

スーパースポーツゼビオ　イオンモール銚子店 千葉県 銚子市三崎町２‐２６６０‐１　イオンモール銚子１Ｆ 0479-20-5611

ＡＰOＲＩＴＯ市川 千葉県 市川市鬼高１‐１‐１　ニッケコルトンプラザイーストモール３Ｆ 047-314-0505

マエハラスポーツ 千葉県 船橋市前原西７‐１‐２１ 047-477-1762

スーパースポーツゼビオ　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店 千葉県 船橋市浜町２‐１‐１　ららぽーとＴＯＫＹＯ‐ＢＡＹ　北館２Ｆ 047-410-1131

ときわスポーツ　パシオン船橋店 千葉県 船橋市浜町２‐２‐７　ビビット南船橋　南館３Ｆ 047-436-0391



スーパースポーツゼビオ　イオンタウン成田富里店 千葉県 成田市東町１３３ 0476-20-2155

ＡＰOＲＩＴＯ津田沼 千葉県 習志野市谷津７‐７‐１　Ｌｏｈａｒｕ津田沼３Ｆ 047-478-7802

スーパースポーツゼビオ　モラージュ柏店 千葉県 柏市大山台２‐３ 04-7137-6033

Ｂ＆Ｄ　柏店 千葉県 柏市柏２‐６‐１７　染谷エステートビル１Ｆ 04-7164-7272

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　ユニモちはら台店 千葉県 市原市ちはら台西３‐４‐２００１　ユニモちはら台２Ｆ 0436-76-0010

スポーツカムイ　市原店 千葉県 市原市八幡３３３‐１　２Ｆ 0436-63-6161

スーパースポーツゼビオ　流山おおたかの森ショッピングセンター店 千葉県 流山市おおたかの森南１‐２‐３　流山おおたかの森ショッピングセンターＡＮＮＥＸ 04-7178-2511

スーパースポーツゼビオ　フルルガーデン八千代店 千葉県 八千代市村上南１‐４‐１ 047-405-6820

マルミスポーツ 千葉県 君津市久保３‐１０‐１ 0439-52-3183

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオンモール千葉ニュータウン店 千葉県 印西市中央北２‐２　イオンモール千葉ニュータウン　エンジョイライフ棟２Ｆ 0476-48-1200

わかしおスポーツ 千葉県 山武郡九十九里町真亀４３３３ 0475-76-6363

アシックスラン　東京丸の内 東京都 千代田区丸の内２‐５‐２　三菱ビルＢ１Ｆ 03-6259-1601

スーパースポーツゼビオ　東京御茶ノ水本店 東京都 千代田区神田小川町３‐６ 03-3233-1861

ＰＲＯ　ＳＨＯＰ　ＨＡＮＤＢＡＬＬ７　神田本店 東京都 千代田区内神田２‐４‐２ 03-5298-3010

アシックスストア　東京銀座 東京都 中央区銀座８‐２‐７　ＮＴＴ銀座ビル１Ｆ 03-3572-8301

ＧＡＬＬＥＲＹ・２　新宿アドホック４Ｆ店 東京都 新宿区新宿３‐１５‐１１　アドホックビル４Ｆ 03-3354-3420

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　新宿店 東京都 新宿区新宿４‐１‐１４ 03-3354-8311

スポーツジュエン　アメ横館 東京都 台東区上野４‐１‐７ 03-3831-0594

スポーツジュエン　本店 東京都 台東区上野４‐６‐３ 03-3831-7961

スポーツジュエン　ランニング館 東京都 台東区上野６‐１４‐７ 03-3837-6171

スポーツジュエン　ＢＥＮＥＸ 東京都 台東区上野６‐９‐３ 03-3836-5057

Ｂ＆Ｄ　上野店 東京都 台東区東上野３‐１８‐７　上野駅前ビル１Ｆ 03-3836-5561

ゼビオスポーツエクスプレス　イトーヨーカドー曳舟店 東京都 墨田区京島１‐２‐１　イトーヨーカドー曳舟店３Ｆ 03-5655-5690

ＳＴＡＮＤ　ＯＮ　ｂｙ　ＳＰＯＲＴＳ　ＭＡＲＩＯ　丸井錦糸町店 東京都 墨田区江東橋３‐９‐１０　丸井錦糸町店５Ｆ 03-6659-4533

スーパースポーツゼビオ　オリナス錦糸町店 東京都 墨田区太平４‐１‐５　オリナスコア１Ｆ 03-5610-8670

スーパースポーツゼビオ　ダイバーシティ東京プラザ店 東京都 江東区青海１‐１‐４０　ダイバーシティ東京プラザ４Ｆ 03-3527-6290

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと豊洲店 東京都 江東区豊洲２‐４‐９　ＮＯＲＴＨ　ＰＯＲＴ　２Ｆ 03-6219-6181

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　木場店 東京都 江東区木場１‐５‐３０　イトーヨーカドー木場店３Ｆ 03-5617-6450



Ｖｉｃｔｏｒｉａ　蒲田店 東京都 大田区蒲田５‐４７‐７　マルエツかまた店４Ｆ 03-5711-1821

スーパースポーツゼビオ　渋谷公園通り店 東京都 渋谷区宇田川町１９‐３ 03-5456-6170

ｍｓ‐ｔｏｋｙｏ 東京都 渋谷区宇田川町３３‐８　塚田ビル３Ｆ 03-6455-3101

アシックス　原宿フラッグシップ 東京都 渋谷区神宮前１‐５‐８　神宮前タワービルディング１Ｆ 03-6804-5263

Ｌ－Ｂｒｅａｔｈ　池袋西口店 東京都 豊島区西池袋３‐２９‐１ 03-5985-0831

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　スポーツモール池袋東口店 東京都 豊島区東池袋３‐３‐５ 03-5957-3811

ブランロッシュ 東京都 練馬区栄町３２‐１５ 03-3994-1055

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　光が丘店 東京都 練馬区田柄４‐３８ 03-5998-2001

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　加平インター店 東京都 足立区加平２‐４‐１ 03-5697-3900

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　葛飾奥戸店 東京都 葛飾区奥戸３‐２３‐１９　ライフ奥戸店２Ｆ 03-5672-1740

スーパースポーツゼビオ　アリオ葛西店 東京都 江戸川区東葛西９‐３‐３　アリオ葛西店２Ｆ 03-5675-6801

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　セレオ八王子店 東京都 八王子市旭町１‐１　セレオ八王子北館８Ｆ 042-686-3701

スーパースポーツゼビオ　イーアス高尾店 東京都 八王子市東浅川５５０‐１　２Ｆ 042-669-6061

ときわスポーツ　八王子アスリート館 東京都 八王子市明神町３‐１６‐９ 042-656-0680

ときわスポーツ　パシオン八王子店 東京都 八王子市明神町４‐７‐４ 042-645-1106

ベースボールときわ　立川店 東京都 立川市曙町２‐３‐２　２Ｆ 042-512-5671

Ｂ＆Ｄ　立川店 東京都 立川市曙町２‐４２‐１　パークアベニュー２Ｆ 042-528-2556

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと立川立飛店 東京都 立川市泉町９３５‐１　ららぽーと立川立飛１Ｆ 042-540-7180

ときわスポーツ　吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺東町１‐７‐１９ 0422-22-1630

ゼビオスポーツエクスプレス　丸井吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町１‐７‐１　丸井吉祥寺店５Ｆ 0422-70-5361

ＧＡＬＬＥＲＹ・２　吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１‐５‐１　吉祥寺パルコ５Ｆ 0422-27-2201

ときわスポーツ　プロスキー武蔵境店 東京都 武蔵野市境南町２‐２７‐５ 0422-32-5545

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　三鷹店 東京都 三鷹市新川３‐１６‐２５ 0422-72-8581

佐藤スポーツ 東京都 青梅市東青梅２‐２‐７ 0428-24-8661

ときわスポーツ　調布店 東京都 調布市小島町２‐５１‐９　高野ビル２Ｆ 042-485-3363

スーパースポーツゼビオ　調布東京スタジアム前店 東京都 調布市飛田給１‐３４‐１７ 042-490-1180

ときわスポーツ　町田アスリート店 東京都 町田市原町田１‐１‐３　ハイストーンビル２Ｆ 042-721-6055

テニス・バドミントンときわ町田店 東京都 町田市原町田１‐１‐３　ハイスト‐ンビル１Ｆ 042-721-2213



Ｖｉｃｔｏｒｉａ　町田東急ツインズ店 東京都 町田市原町田６‐４‐１　町田東急ツインズＷＥＳＴ１Ｆ、２Ｆ 042-710-8790

スーパースポーツゼビオ　多摩境店 東京都 町田市小山が丘３‐５‐１ 042-798-6286

ときわスポーツ　小金井本店 東京都 小金井市本町２‐５‐５ 042-381-2560

ＳＰＯＲＴＳ　ＭＡＲＩＯ　Ｒｕｎ＆Ｆｉｔｎｅｓｓ　国分寺マルイ店 東京都 国分寺市南町３‐２０‐３　国分寺マルイ５Ｆ 042-316-8781

ときわスポーツ　福生店 東京都 福生市東町１０‐９ 042-530-7112

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　イオンモールむさし村山店 東京都 武蔵村山市榎１‐１‐３　イオンモールむさし村山ノースタワー２Ｆ 042-590-1041

スポーツカムイ　フレスポ若葉台店 東京都 稲城市若葉台２‐４‐２　フレスポ若葉台２Ｆ 042-401-4861

Ｂ＆Ｄ　ひばりヶ丘店 東京都 西東京市住吉町３‐９‐８　西友ひばりヶ丘店５Ｆ 042-438-8840

スポーツカムイ　ザ・モールみずほ店 東京都 西多摩郡瑞穂町大字高根６２３　ザ・モールみずほ１６　３Ｆ 042-519-5562

スーパースポーツゼビオ　イオンモール日の出店 東京都 西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２７３‐３ 042-588-8735

ときわスポーツ　パシオン横浜店 神奈川県 横浜市神奈川区金港町６‐２２ 045-440-0700

スーパースポーツゼビオ　みなとみらい東急スクエア店 神奈川県 横浜市西区みなとみらい２‐３‐２　みなとみらい東急スクエア２　Ｂ１Ｆ 045-650-1680

ＡＰOＲＩＴＯ横浜 神奈川県 横浜市中区桜木町１‐１‐７　コレットマーレ５Ｆ 045-263-8143

アンドウスポーツ　星川店 神奈川県 横浜市保土ケ谷区星川２‐６‐３０ 045-331-2461

スーパースポーツゼビオ　トレッサ横浜店 神奈川県 横浜市港北区師岡町７００　トレッサ横浜店北棟３Ｆ 045-533-3351

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　サクラス戸塚店 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町４２５３‐１　サクラス戸塚　Ｂ１Ｆ 045-869-5811

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　オーロラモール東戸塚店 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町５３６‐１　オーロラモール東戸塚アネックス１Ｆ、２Ｆ 045-828-2425

陣スポーツ 神奈川県 横浜市旭区中希望が丘１０８‐４７ 045-365-1281

グリーンスポーツ 神奈川県 横浜市旭区鶴ケ峰２‐２３‐２３ 045-371-1858

ティエムスポーツ 神奈川県 横浜市緑区十日市場町８０９‐１０ 045-984-3219

タカミネスポーツ 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境１５‐９ 045-361-0043

Ｂ＆Ｄ　あざみ野店 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野１‐１１‐４　みつまるビルＢ１Ｆ 045-909-6058

ＡＰOＲＩＴＯ青葉台 神奈川県 横浜市青葉区青葉台２‐１‐１　青葉台東急スクエアＮｏｒｔｈ２　２Ｆ 045-985-8270

東京体育用品　アスレ店 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘２‐２１‐１　キングビル１Ｆ 045-901-7851

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと横浜店 神奈川県 横浜市都筑区池辺町４０３５‐１　ららぽーと横浜３Ｆ 045-929-3277

ＧＡＬＬＥＲＹ・２　港北店 神奈川県 横浜市都筑区中川中央１‐２５‐１　ノースポート・モール４Ｆ 045-910-0635

スーパースポーツゼビオ　川崎ルフロン店 神奈川県 川崎市川崎区日進町１‐１１　川崎ルフロン７Ｆ、８Ｆ 044-223-1630

フジスポーツ 神奈川県 川崎市中原区小杉町３‐２８‐３ 044-711-0505



スーパースポーツゼビオ　アリオ橋本店 神奈川県 相模原市緑区大山町１‐２２　アリオ橋本２Ｆ 042-775-6021

スポーツカムイ　相模原店 神奈川県 相模原市中央区光が丘３‐３１‐２５ 042-759-7315

クボタスポーツ 神奈川県 相模原市中央区相模原６‐２３‐４ 042-752-3107

スーパースポーツゼビオ　ヴィスポ横須賀店 神奈川県 横須賀市平成町２‐１４‐１ 046-828-6239

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと湘南平塚店 神奈川県 平塚市天沼１０‐１　ららぽーと湘南平塚１Ｆ 0463-25-0058

スポーピアシラトリ　平塚店 神奈川県 平塚市東八幡３‐２‐６ 0463-24-2444

Ｂ＆Ｄ　大船店 神奈川県 鎌倉市大船１‐２５‐３０　西友大船店４Ｆ 0467-42-4107

関水スポーツ 神奈川県 藤沢市鵠沼石上１‐３‐１ 0466-26-3355

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　湘南台店 神奈川県 藤沢市湘南台７‐５３‐３ 0466-42-4493

スポーピアシラトリ　湘南藤沢店 神奈川県 藤沢市辻堂新町４‐３‐５　ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター内 0466-99-0001

スーパースポーツゼビオ　テラスモール湘南店 神奈川県 藤沢市辻堂神台１‐３‐１　テラスモール湘南３Ｆ 0466-38-3150

Ｂ＆Ｄ　藤沢北口店 神奈川県 藤沢市藤沢４６０‐１　ＡＢ藤沢ビル２Ｆ 0466-23-2817

スポーピアシラトリ　小田原ダイナシティ店 神奈川県 小田原市中里２０８　ダイナシティＷＥＳＴ２Ｆ 0465-48-4880

Ｂ＆Ｄ　本厚木店 神奈川県 厚木市中町１‐５‐１０　ガーデンシティ厚木（イオン厚木）４Ｆ 046-225-7998

ＧＡＬＬＥＲＹ・２　海老名店 神奈川県 海老名市中央１‐４‐１　ビナウォーク５番館３Ｆ 046-292-2225

スポーツカムイ　座間店 神奈川県 座間市ひばりが丘４‐１１‐１　ライズモールひばりが丘１Ｆ 046-206-4501

イトウスポーツ 新潟県 新潟市東区中山７‐２９‐３ 025-275-8586

ゼビオスポーツエクスプレス　新潟駅店 新潟県 新潟市中央区花園１‐１‐２１　Ｃｏｃｏｌｏ南館３Ｆ 025-240-0511

カワムラスポーツ 新潟県 新潟市中央区上所上１‐６‐８ 025-283-1331

スーパースポーツゼビオ　新潟桜木インター店 新潟県 新潟市中央区神道寺２‐６‐１９ 025-241-7361

スーパースポーツゼビオ　新潟亀田店 新潟県 新潟市江南区早苗４‐３‐３ 025-383-3939

スーパースポーツゼビオ　アピタ新潟西店 新潟県 新潟市西区小新５‐７‐２１　アピタ新潟西店１Ｆ 025-201-1066

スーパースポーツゼビオ　長岡店 新潟県 長岡市古正寺１‐１８０ 0258-27-5539

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　長岡店 新潟県 長岡市古正寺町１‐１６１‐１ 0258-28-4486

スーパースポーツゼビオ　長岡リバーサイド千秋店 新潟県 長岡市千秋２‐１０８７‐１　センタープラザ１Ｆ 0258-20-5571

オオミヤスポーツ 新潟県 長岡市美沢３‐４６９ 0258-38-0038

共栄スポーツ　三条店 新潟県 三条市荒町２‐９‐７ 0256-32-0957

ゼビオスポーツ　燕三条店 新潟県 三条市須頃１‐４４ 0256-33-8278



ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　柏崎店 新潟県 柏崎市岩上７‐１４ 0257-21-8320

北野屋スポーツ　本店 新潟県 柏崎市東本町１‐１６‐３３ 0257-23-2345

スーパースポーツゼビオ　新発田店 新潟県 新発田市新栄町３‐３‐２ 0254-27-1833

エビスヤスポーツ　小千谷店 新潟県 小千谷市平沢２‐１‐４ 0258-82-5567

桑田屋スポーツ 新潟県 加茂市本町３‐５ 0256-52-2696

スポーツプラザ　エビスヤ 新潟県 十日町市高田町６　妻有ショッピングセンター内 0257-57-2219

内山スポーツ 新潟県 村上市田端町４‐１５ 0254-52-3241

スーパースポーツゼビオ　上越店 新潟県 上越市下門前１９６８ 025-544-5439

北野屋スポーツ　上越店 新潟県 上越市西本町３‐８‐８ 0255-43-3372

クレブスポーツ　六日町店 新潟県 南魚沼市余川３０７９‐１　イオン六日町ショッピングセンター内 025-770-1301

太陽スポーツ　富山店 富山県 富山市黒瀬北町１‐７‐７ 076-425-1030

スーパースポーツゼビオ　アピタ富山東店 富山県 富山市上冨居３‐８‐３８ 076-452-3355

スーパースポーツゼビオ　富山蜷川店 富山県 富山市蜷川１８３ 076-429-8744

バスケットボールプロショップ　ヨシエスポーツ 富山県 高岡市駅南２‐３‐２ 0766-21-3391

小杉スポーツ 富山県 射水市三ケ１０３８ 0766-55-1331

ニシナガスポーツ 石川県 金沢市新神田４‐５‐２４ 076-292-0388

スーパースポーツゼビオ　アピタタウン金沢ベイ店 石川県 金沢市無量寺４‐１０２‐１ 076-225-2505

かぶとやスポーツ 石川県 七尾市北藤橋町ロ２７５‐４ 0767-52-1182

レンダスポーツ　小松店 石川県 小松市園町ホ‐９４‐１ 0761-23-1163

カブラキスポーツ 石川県 小松市土居原町７３６ 0761-21-7181

スーパースポーツゼビオ　フェアモール松任店 石川県 白山市幸明町１５０ 076-274-6755

オザキスポーツ　アバックスタジアム 福井県 福井市大宮６‐１５‐３２ 0776-26-4646

スーパースポーツゼビオ　フェアモール福井大和田店 福井県 福井市大和田２‐１２３０ 0776-57-2181

太陽スポーツ 福井県 福井市中央１‐２１‐３５ 0776-21-4741

オザキスポーツ　敦賀店 福井県 敦賀市呉竹町２‐５０３ 0770-23-3553

スポーツコバヤシ 福井県 敦賀市神楽町１‐３‐２３ 0770-22-0204

オンユアマーク 福井県 小浜市府中１５‐８　レッドベル２Ｆ 0770-52-2525

オザキスポーツ　大野店 福井県 大野市鍬掛７‐４３ 0779-66-2257



スポーツガイド　ノベ　勝山店 福井県 勝山市沢町２‐２‐２６ 0779-87-1111

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　越前店 福井県 越前市高木町３７‐１‐１ 0778-22-1150

オザキスポーツ　武生店 福井県 越前市日野美２‐１８‐２ 0778-24-1118

スポーツカムイ　甲府店 山梨県 甲府市西高橋町１３４‐１ 055-232-9381

スポーツカムイ　富士吉田店 山梨県 富士吉田市上吉田３２８４‐１ 0555-24-1119

スーパースポーツゼビオ　長野南高田店 長野県 長野市大字高田１８４１‐１ 026-268-4811

中屋スポーツ 長野県 長野市南千歳１‐３‐９ 026-228-5602

レアルスポーツ 長野県 松本市石芝３‐３‐１ 0263-87-7241

スーパースポーツゼビオ　松本芳川店 長野県 松本市村井町北２‐１４‐５７ 0263-85-4939

スーパースポーツゼビオ　アリオ上田店 長野県 上田市天神３‐５‐１　アリオ上田２Ｆ 0268-29-6100

スーパースポーツゼビオ　飯田鼎店 長野県 飯田市鼎名古熊６５１ 0265-21-6266

スーパースポーツゼビオ　諏訪店 長野県 諏訪市沖田町３‐７ 0266-57-4455

文正堂スポーツ 長野県 伊那市西町５１７８‐２ 0265-72-7281

マツヤスポーツ 長野県 中野市中央１‐４‐２３ 0269-22-4706

スーパースポーツゼビオ　佐久平店 長野県 佐久市岩村田字挟石１４４４‐１ 0267-66-0600

マスタカスポーツ　佐久平店 長野県 佐久市佐久平駅南１１‐４ 0267-66-7070

オオハタスポーツ　安曇野店 長野県 安曇野市三郷明盛１５９８‐２ 0263-88-7221

スポーツカムイ　高森店 長野県 下伊那郡高森町吉田２３２５‐１ 0265-35-3935

ヒマラヤスポーツ　本館 岐阜県 岐阜市江添１‐４‐６ 058-276-8000

スーパースポーツゼビオ　カラフルタウン岐阜店 岐阜県 岐阜市柳津町丸野３‐３‐６ 058-218-3050

ヒマラヤスポーツ　高山店 岐阜県 高山市岡本町４‐１３９ 0577-37-1520

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　多治見店 岐阜県 多治見市小田町６‐１‐４ 0572-21-1552

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　マーゴ関店 岐阜県 関市倉知５１６　マーゴスポーツ館２Ｆ 0575-21-2177

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　クロスガーデン中津川店 岐阜県 中津川市かやの木町１‐５２　クロスガーデン中津川内 0573-62-1650

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　各務原インター店 岐阜県 各務原市小佐野町１‐１９‐１ 058-383-8600

スポーツプラザヒビノ 岐阜県 可児市広見５‐９９ 0574-62-0229

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　モレラ岐阜店 岐阜県 本巣市三橋１１００　モレラ岐阜２Ｆ 058-320-2511

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　ラスパ御嵩店 岐阜県 可児郡御嵩町上恵土１０１０‐１　ラスパ御嵩別棟 0574-68-0150



ｍｓ‐ｓｈｉｚｕｏｋａ 静岡県 静岡市葵区２‐２‐１　札の辻ビル２Ｆ 054-204-2777

ハッコウスポーツ 静岡県 静岡市葵区駿府町１‐３１ 054-253-1338 

スポーピアシラトリ　静岡店 静岡県 静岡市葵区東町６６ 054-254-0171

スポーツタウン　メイセイ 静岡県 浜松市中区高林５‐９‐１３ 053-472-4533

スーパースポーツゼビオ　浜松宮竹店 静岡県 浜松市東区上西町１０２０‐１ 053-466-3030

スポーピアシラトリ　浜松中央店 静岡県 浜松市東区上西町９０６ 053-466-7700

ｍ‐ｓｐｏｒｔｓ　沼津店 静岡県 沼津市高島町２８‐１６ 055-929-1800

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと沼津店 静岡県 沼津市東椎路字東荒３０１‐３　２Ｆ 055-929-8830

ヒマラヤスポーツ　イオンモール富士宮店 静岡県 富士宮市浅間町１‐８　イオンモール富士宮１Ｆ 0544-25-0405

ヒマラヤスポーツ　アピタ島田店 静岡県 島田市宝来町８‐２　アピタ島田店１Ｆ 0547-33-2877

スポーピアシラトリ　富士店 静岡県 富士市青葉町５６４ 0545-60-3300

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと磐田店 静岡県 磐田市高見丘１２００　ららぽーと磐田２Ｆ 0538-59-0415

スポーピアシラトリ　藤枝店 静岡県 藤枝市築地５７５‐１ 054-646-2200

清水屋スポーツ　 静岡県 藤枝市本町３‐６‐８ 054-641-1358

シルバースポーツ　御殿場店 静岡県 御殿場市萩原６３３‐２ 0550-83-2121

スポーピアシラトリ　袋井国本店 静岡県 袋井市国本２５４３‐１ 0538-44-8100

スポーピアシラトリ　黄瀬川店 静岡県 駿東郡清水町八幡６‐１ 055-930-8888

ダンク・ムラセ　名古屋今池本店 愛知県 名古屋市千種区内山３‐１０‐１９　若山ビル１Ｆ 052-731-1981

スーパースポーツゼビオ　名古屋砂田橋店 愛知県 名古屋市東区砂田橋１‐１‐１０　砂田橋ショッピングセンター２Ｆ 052-725-7616

丸丹スポーツ　栄東店 愛知県 名古屋市中区栄４‐１３‐３ 052-251-1713

モリタ運動具店 愛知県 名古屋市瑞穂区洲雲町４‐６９ 052-851-4187

ひろせ運動具店 愛知県 名古屋市熱田区千代田町１７‐１４ 052-682-0991

スーパースポーツゼビオ　名古屋富田店 愛知県 名古屋市中川区富田町大字榎津西乗江５２５‐２ 052-309-7311

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと名古屋みなとアクルス店 愛知県 名古屋市港区港明２‐３‐２　３Ｆ 052-659-4001

スポーツスタジアム　ソブエ 愛知県 名古屋市南区大磯通５‐１８ 052-811-9401

スーパースポーツゼビオ　豊橋向山店 愛知県 豊橋市つつじヶ丘１‐１１‐３ 0532-64-5677

牛田スポーツ 愛知県 豊橋市前田南町２‐１２‐１１ 0532-53-5642

オオタスポーツ 愛知県 豊橋市柱八番町２３‐１ 0532-46-2122



スーパースポーツゼビオ　岡崎インター店 愛知県 岡崎市洞町字的場１０‐１ 0564-25-5422

フットジョグ 愛知県 岡崎市矢作町北河原１ 0564-31-5861

スポーツショップコンドー 愛知県 岡崎市緑丘２‐１０‐２３ 0564-54-0505

ヒマラヤスポーツ　半田店 愛知県 半田市昭和町２‐３８ 0569-26-6771

アスリートネオ　ニシオスポーツ 愛知県 春日井市春見町５２‐６ 0568-81-8786

ヒマラヤスポーツ　春日井店 愛知県 春日井市浅山町３‐１６‐７ 0568-56-7230

スポーツカムイ　刈谷店 愛知県 刈谷市場割町１‐１‐１ 0566-22-3662

フライトスポーツ　２４８店 愛知県 豊田市元宮町１‐７ 0565-34-3116

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　リブレ豊田元宮店 愛知県 豊田市元宮町２‐１１　リブレ豊田元宮２Ｆ 0565-37-1370

フライトスポーツ　本店 愛知県 豊田市御幸本町２‐２０３‐５ 0565-28-6887

スーパースポーツゼビオ　豊田東新店 愛知県 豊田市東新町６‐１７‐１　豊田ラッツ２Ｆ 0565-74-0071

スーパースポーツゼビオ　三河安城店 愛知県 安城市三河安城南町１‐９‐１８ 0566-74-9293

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　蒲郡店 愛知県 蒲郡市鹿島町浅井新田１‐２６　クラスポ蒲郡２Ｆ 0533-66-3055

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　アピタ稲沢店 愛知県 稲沢市天池五反田町１　アピタ稲沢店１Ｆ 0587-24-2630

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　東海店 愛知県 東海市荒尾町見幕８８　エディオン２Ｆ 052-689-2111

ヒマラヤスポーツ　ギャラリエアピタ知立店 愛知県 知立市長篠町大山１８‐１　ギャラリエアピタ知立店２Ｆ 0566-84-5333

ヨシダスポーツ 三重県 津市東丸之内１９‐４ 059-228-3067

スーパースポーツゼビオ　津ラッツ店 三重県 津市藤方７１６ 059-221-4700

辻井スポーツ　津店 三重県 津市藤方米津１２１７ 059-225-3443

球友堂 三重県 伊勢市宮後１‐１‐２８ 0596-28-0950

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　伊勢みそのショッピングセンター店 三重県 伊勢市御薗町長屋２１３６ 0596-20-2700

辻井スポーツ　ＡＥＯＮ伊勢ララパーク店 三重県 伊勢市小木町曽祢５３８ 0596-36-4762 

辻井スポーツ　松阪店 三重県 松阪市大黒田町７１９‐１ 0598-26-7488 

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　松阪店 三重県 松阪市田村町２３５‐１　アドバンスモール内 0598-25-2505

辻井スポーツ　鈴鹿店 三重県 鈴鹿市三日市３‐１３‐１３ 0593-83-1231

スーパースポーツゼビオ　鈴鹿ラッツ店 三重県 鈴鹿市西條町４８０ 059-381-1211

スポーツマツヤマ　名張本店 三重県 名張市木屋町１３８６‐５ 0595-64-9533

スポーツショップキムラ　彦根本店 滋賀県 彦根市彦富町９１３‐１ 0749-43-5918



バンバスポーツ 滋賀県 近江八幡市桜宮町２８９　フジビル４Ｆ 0748-31-0037

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオン近江八幡店 滋賀県 近江八幡市鷹飼町南３‐７　イオン近江八幡　２番街１Ｆ 0748-38-5133

スーパースポーツゼビオ　イオンモール草津店 滋賀県 草津市新浜町３００　イオンモール草津Ｂ棟 077-516-0233

スポーツミツハシ　草津エイスクエア店 滋賀県 草津市西渋川１‐１８‐３８　エイスクエアＳＡＲＡ北館１Ｆ 077-596-3284

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　ピエリ守山店 滋賀県 守山市今浜町２６２０‐５　ピエリ守山１Ｆ 077-585-7900

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　水口店 滋賀県 甲賀市水口町本綾野５０３‐１３ 0748-65-6322

リスボンスポーツ 京都府 京都市北区小山北大野町１‐１ 075-491-7063

ゴトウスポーツ 京都府 京都市上京区河原町丸太町下る伊勢屋町４０５ 075-221-6366

スポーツミツハシ　京都フラッグシップストア 京都府 京都市中京区御所八幡町２４０ 075-252-6680

ゼビオスポーツエクスプレス　京都ヨドバシ店 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町５９０‐２　京都ヨドバシ５Ｆ 075-353-6850

サッカーショップＫＡＭＯ　京都店 京都府 京都市下京区四条通寺町東入御旅町２４ 075-221-7679

スーパースポーツゼビオ　イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府 京都市南区西九条鳥居口町１　イオンモールＫｙｏｔｏ　Ｋａｅｄｅ館３Ｆ 075-693-7556

スポーツミツハシ　ＭＯＭＯテラス店 京都府 京都市伏見区桃山町山ノ下３２　ＭＯＭＯテラス本館２Ｆ 075-601-3284

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　福知山店 京都府 福知山市駅前町５０４ 0773-25-2929

ミツウマスポーツ　福知山店 京都府 福知山市駅南町２‐２９１ 0773-22-2665

マルシゲスポーツ 京都府 福知山市字内記７１ 0773-22-2303

フルカワスポーツ 京都府 宇治市菟道大垣内５３‐２５ 0774-21-8812

山内スポーツ 京都府 亀岡市追分町薮の下２５‐１１ 0771-22-0901

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　ムサシ京都八幡店 京都府 八幡市欽明台北３‐１　ホームセンタームサシ京都八幡店２Ｆ 075-983-7575

ＫＩＳＨＩＳＰＯ　八幡店 京都府 八幡市戸津水戸城３６‐１ 075-874-7880

大橋スポーツ 京都府 久世郡久御山町佐山双置４７ 0774-46-0853

ヒマラヤスポーツ　精華台店 京都府 相楽郡精華町精華台９‐２‐４　　アピタタウンけいはんな２Ｆ 0774-98-2100

スポーツタイガー 大阪府 大阪市都島区都島北通１‐１‐６ 06-6921-7004

バスケットショップ　アリウープ 大阪府 大阪市福島区福島５‐３‐７　エステイ西梅田ビル１Ｆ 06-6451-0505

スーパースポーツゼビオ　なんばパークス店 大阪府 大阪市浪速区難波中２‐１０‐７０　なんばパークス４Ｆ 06-6641-1525

シミズスポーツ 大阪府 大阪市東成区中本２‐１１‐２ 06-6974-5210

サッカーショップＫＡＭＯ　あべのＨｏｏｐ店 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋１‐２‐３０　あべのＨｏｏｐ５Ｆ 06-4399-9229

スーパースポーツゼビオ　ＬＩＮＫＳ　ＵＭＥＤＡ店 大阪府 大阪市北区大深町１‐１　ＬＩＮＫＳ梅田６Ｆ 06-6292-4064



アシックスストア　大阪 大阪府 大阪市北区大深町３‐１　グランフロント大阪　ナレッジキャピタル３Ｆ 06-6359-5680

サッカーショップＫＡＭＯ　梅田店 大阪府 大阪市北区茶屋町３‐６　加茂梅田ビル 06-6375-0230

アシックス　大阪心斎橋 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋１‐８‐１　心斎橋カワチビル１Ｆ 06-6226-8506

スーパースポーツゼビオ　もりのみやキューズモール店 大阪府 大阪市中央区森ノ宮中央２‐１‐７０　もりのみやキューズモール１Ｆ 06-6910-1550

ＫＩＳＨＩＳＰＯ　心斎橋店 大阪府 大阪市中央区西心斎橋１‐６‐１４　ＢＩＧＳＴＥＰ３Ｆ 06-6245-0410

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　堺インター店 大阪府 堺市西区太平寺７１１‐１　ベスピア堺インター２Ｆ 072-293-8805

ＫＩＳＨＩＳＰＯ　堺店 大阪府 堺市北区百舌鳥西之町２‐１７５ 072-206-0000

ヒマラヤスポーツ　堺三国ケ丘店 大阪府 堺市北区百舌鳥梅北町１‐２５‐１　　コーナン堺三国ヶ丘店２Ｆ 072-240-7737

サッカーショップＫＡＭＯ　千里店 大阪府 豊中市新千里東町１‐３‐１４９　せんちゅうパル２Ｆ 06-6832-8599

スーパースポーツゼビオ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 大阪府 吹田市千里万博公園２‐１　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ２Ｆ 06-4864-8360

ヒマラヤスポーツ　泉大津店 大阪府 泉大津市板原４‐２２‐１０ 0725-40-5022

スーパースポーツゼビオ　大阪守口店 大阪府 守口市佐太東町２‐９‐１０ 06-6916-5550

スポーツミツハシ　イオンモール大日店 大阪府 守口市大日東町１‐１８　イオンモール大日３Ｆ 06-6905-3284

ゼビオスポーツエクスプレス　くずはモール店 大阪府 枚方市楠葉花園町１０‐８５　くずはモール南館１Ｆ 072-866-2090

スーパースポーツゼビオ　ニトリモール枚方店 大阪府 枚方市北山１‐２‐１ 072-866-1439

ヒマラヤスポーツ　茨木店 大阪府 茨木市上穂積１‐１ 072-624-8661

スポーツミツハシ　Ａｒｉｏ八尾 大阪府 八尾市光町２‐３　Ａｒｉｏ八尾ショッピングセンター３Ｆ 072-998-3284

スーパースポーツゼビオ　スポーツタウン久宝寺店 大阪府 八尾市龍華町２‐２‐１　２Ｆ 072-928-4010

ＫＩＳＨＩＳＰＯ　泉佐野店 大阪府 泉佐野市上瓦屋２３６‐１ 072-475-1100

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと和泉店 大阪府 和泉市あゆみ野４‐４‐７　ららぽーと和泉３Ｆ 0725-51-2970

カドマスポーツ 大阪府 門真市新橋町７‐２１ 06-6906-5166

スーパースポーツゼビオ　東大阪菱江店 大阪府 東大阪市中野南１‐７１ 072-960-6571

赤玉スポーツ 兵庫県 神戸市灘区水道筋３‐１９ 078-801-6101

岡田スポーツ 兵庫県 神戸市須磨区飛松町３‐３‐９‐１０２ 078-732-9530

スーパースポーツゼビオ　神戸学園南インター店 兵庫県 神戸市垂水区多聞町小束山８６８‐１３７６ 078-793-2200

アレックススポーツ　ブルメール舞多聞店 兵庫県 神戸市垂水区舞多聞東２‐１‐４５ 078-784-1414

アシックスストア　神戸 兵庫県 神戸市中央区加納町６‐６‐３ 078-332-0135

ＡＰOＲＩＴＯ三宮 兵庫県 神戸市中央区三宮町２‐１０‐７ 078-332-7332



サッカーショップＫＡＭＯ　神戸トアロード店 兵庫県 神戸市中央区三宮町２‐７‐８　神戸フットボ‐ルタワー 078-392-0234

スーパースポーツゼビオ　神戸ハーバーランド店 兵庫県 神戸市中央区東川崎町１‐７‐５　神戸ハーバーランドumieNORTHMALL　３Ｆ 078-366-6333

ワールドスポーツ 兵庫県 神戸市西区伊川谷町布施畑６０６ 078-978-5447

ＬＯＣＡＬ　ｉｓ　Ｇｌｏｂａｌ　プレンティ店 兵庫県 神戸市西区糀台５‐２‐３　プレンティ専門店１番館３Ｆ 078-993-6180

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオンタウン姫路店 兵庫県 姫路市延末４３５‐３　イオンタウン姫路２Ｆ 079-223-7575

飯塚運動具店 兵庫県 姫路市広畑区東新町１‐３４ 079-236-4121

スポーツマン 兵庫県 姫路市白銀町１３ 079-222-0642

ＫＩＳＨＩＳＰＯ　尼崎店 兵庫県 尼崎市西昆陽３‐３‐１ 06-6415-6590

ウエカドスポーツ 兵庫県 尼崎市南武庫之荘３‐３６‐１２ 06-6436-5035

起己（たつみ）スポーツ 兵庫県 明石市桜町１１‐１３ 078-911-5148

西垣ギャレックス 兵庫県 明石市西明石北町３‐３‐５ 078-922-6868

スポーツウイング 兵庫県 西宮市笠屋町２‐７ 0798-47-2435

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと甲子園店 兵庫県 西宮市甲子園８‐１‐１００　ららぽーと甲子園２Ｆ 0798-81-6933

オカダスポーツ　アスポ店 兵庫県 豊岡市千代田町１‐１ 0796-23-4848

ＡＣＴＹゼンタンスポーツ 兵庫県 豊岡市船町３４４‐１ 0796-24-6565

ＬＯＣＡＬ　ｉｓ　Ｇｌｏｂａｌ　ニッケパークタウン店 兵庫県 加古川市加古川町寺家町１７３‐１　ニッケパークタウン２Ｆ 079-421-7750

コーベヤスポーツ　三木本店 兵庫県 三木市末広２‐４‐８ 0794-82-6130

ヒマラヤスポーツ　三田店 兵庫県 三田市けやき台１‐７　　センチュリーガーデンフレスポ内 079-562-1002

タグチスポーツ　氷上店 兵庫県 丹波市氷上町本郷３１８‐８ 0795-82-4566

Ａｗａ－Ｓｐｏ（アワジスポーツ） 兵庫県 淡路市志筑新島１０‐４５ 0799-62-0221

ニシムラパワーズ 兵庫県 美方郡新温泉町三谷２００ 0796-83-3131

トラック＆フイールド 奈良県 奈良市高天市町１９‐１ 0742-24-9199

マツダスポーツ　奈良店 奈良県 奈良市三条大宮町２‐２０ 0742-30-5800

スーパースポーツゼビオ　奈良店 奈良県 奈良市西九条町５‐３‐１３ 0742-64-5722

マツダスポーツ　高田店 奈良県 大和高田市内本町３‐３ 0745-52-2450

スポーツミツハシ　奈良イオンモ－ル大和郡山店 奈良県 大和郡山市下三橋町７４１　イオンモール大和郡山 0743-55-3284

スーパースポーツゼビオ　アクロスプラザ橿原店 奈良県 橿原市曽我町４５‐１　アクロスプラザ橿原２Ｆ 0744-21-1272

マツダスポーツ　香芝店 奈良県 香芝市西真美２‐３‐３０ 0745-78-4560



サッカーショップ　グリーンスポーツ 奈良県 生駒郡斑鳩町興留１‐３‐８ 0745-74-4051

スーパースポーツゼビオ　セントラルシティ和歌山店 和歌山県 和歌山市小雑賀８０５‐１ 073-428-8050

ヤングスポーツメイト 和歌山県 和歌山市小松原６‐１‐５０ 073-436-6940

アイデアスポーツ店 和歌山県 御坊市薗９７ 0738-22-6367

ヤマモトスポーツ 和歌山県 田辺市神子浜２‐２１‐２０ 0739-22-6627

シモヂスポーツ 和歌山県 新宮市新宮７６３９ 0735-22-2480

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　岩出店 和歌山県 岩出市西野１００‐２　ロッシュコート内 0736-63-2000

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　鳥取店 鳥取県 鳥取市安長７１‐１　エディオン２Ｆ 0857-32-2730

ハシオスポーツ　本店 鳥取県 鳥取市幸町１２‐１２ 0857-23-5321

ハシオスポーツ　米子店 鳥取県 米子市道笑町２‐２１８‐１ 0859-33-3578

智頭スポーツ 鳥取県 八頭郡智頭町智頭７０８‐２ 0858-75-0521

スーパースポーツゼビオ　松江東津田店 島根県 松江市東津田町４８７‐７ 0852-60-2021

セントラルスポーツ　浜田店 島根県 浜田市黒川町４１９６ 0855-23-6656

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン出雲店 島根県 出雲市姫原４‐５‐１　ゆめタウン出雲　別館スポーツ棟 0853-24-7655

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　益田店 島根県 益田市高津７‐１９‐１４ 0856-31-1605

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　岡山久米店 岡山県 岡山市北区久米３１０‐１ 086-805-2235

エイコースポーツ 岡山県 岡山市北区大供１‐３‐７ 086-231-5897

山下体育社 岡山県 岡山市北区平田１１７‐１０９ 086-236-7781

スーパースポーツゼビオ　岡山新保店 岡山県 岡山市南区新保１１０１‐３ 086-235-2626

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　岡山豊浜店 岡山県 岡山市南区豊浜町１０‐６０ 086-261-5300

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　津山インター店 岡山県 津山市河辺９１１‐１ 0868-26-1213

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　フジグラン広島店 広島県 広島市中区宝町２‐１　フジグラン広島店３Ｆ 082-545-1163

体育社　外商部 広島県 広島市西区三滝町１８‐４ 082-230-4488

ヒマラヤスポーツ　広島商工センター店 広島県 広島市西区商工センター８‐２‐４９　ホームセンタータイム２Ｆ 082-270-5800

スーパースポーツゼビオ　広島アルパーク店 広島県 広島市西区草津南４‐７‐１ 082-501-3120

スポーツニシヒロ　外商部 広島県 広島市西区南観音８‐１２‐２０ 082-296-5655

スーパースポーツゼビオ　広島八木店 広島県 広島市安佐南区八木２‐１６‐１０ 082-873-3325

ミヤケスポーツ　五日市アスリート店 広島県 広島市佐伯区吉見園２‐２９ 082-923-5818



ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　呉駅前店 広島県 呉市宝町１‐１２ 0823-32-6230

体育社　呉店 広島県 呉市本通６‐５‐１９ 0823-22-8880

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　フジグラン三原店 広島県 三原市円一町１‐１‐７　フジグラン三原２Ｆ 0848-61-5615

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　尾道店 広島県 尾道市東尾道１４‐１４ 0848-56-1620

ヒマラヤスポーツ　フジグラン神辺店 広島県 福山市神辺町大字新道上字２‐１０‐２６　フジグラン神辺２Ｆ 084-960-3633

スーパースポーツゼビオ　福山店 広島県 福山市入船町３‐１‐２５ 084-971-1200

ＡＰOＲＩＴＯ三次 広島県 三次市南畑敷町４７８‐１ 0824-63-3000

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　フジグラン東広島店 広島県 東広島市西条町御薗宇４４０５　フジグラン東広島２Ｆ 082-493-6200

体育社　東広島店 広島県 東広島市西条町西条東８０９‐２ 0824-22-5050

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　新下関店 山口県 下関市伊倉新町５‐６‐６ 083-251-6633

スーパースポーツゼビオ　ゆめモール下関 山口県 下関市新椋野１‐２‐１３ 083-228-5111

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン宇部店 山口県 宇部市黒石北３‐４‐１　ゆめタウン宇部１Ｆ 0836-45-0620

ヒマラヤスポーツ　フジグラン宇部店 山口県 宇部市明神町３‐１‐１　フジグラン宇部１Ｆ 0836-37-0500

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　小郡店 山口県 山口市小郡維新町４‐１ 083-976-2111

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　山口店 山口県 山口市大内矢田南４‐１‐１ 083-927-0335

ムネスエスポーツ 山口県 下松市西豊井８８６‐８ 0833-41-0273

ヒマラヤスポーツ　サンリブ下松店 山口県 下松市南花岡６‐８‐１　サンリブ下松２Ｆ 0833-45-0750

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　フレスタモールカジル岩国店 山口県 岩国市室の木町１‐２‐３８　フレスタモールカジル岩国２Ｆ 0827-29-3150

ヒマラヤスポーツ　ゆめタウン南岩国店 山口県 岩国市南岩国１‐２０‐３０　ゆめタウン南岩国西館２Ｆ 0827-34-3033

体育社　岩国店 山口県 岩国市麻里布町６‐１１‐７ 0827-28-5100

ムラシゲスポーツ 山口県 周南市岐南町８‐１８ 0834-31-1345

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオンタウン周南店 山口県 周南市古市１‐４‐１　イオンタウン周南店ヒマラヤ棟 0834-61-3020

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　おのだサンパーク店 山口県 山陽小野田市中川６‐４‐１　おのだサンパーク２Ｆ 0836-81-1055

アレックススポーツ　沖浜店３Ｆ 徳島県 徳島市沖浜２‐５ 088-653-0001

ササクラスポーツ　徳島本店 徳島県 徳島市南田宮２‐３‐１０８ 088-679-8822

ササクラスポーツ　阿南店 徳島県 阿南市日開野町西居内４５９‐６ 0884-23-1005

アウトレックス　脇町店 徳島県 美馬市脇町字西赤谷３９‐１ 0883-52-5011

ササクラスポーツ　空港店 徳島県 板野郡松茂町中喜来字群恵１５７‐３ 088-699-7550



スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン徳島店 徳島県 板野郡藍住町奥野字東中須８８‐１　ゆめタウン徳島１Ｆ 088-693-0730

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン高松店 香川県 高松市上天神町字高田３６２‐１ 087-869-7710

大西スポーツ店 香川県 高松市番町１‐９‐５ 087-821-8663

ＢＡＬＬＥＲ’Ｓ　高松店 香川県 高松市伏石町２１３９‐１３ 087-814-7631

マルビシスポーツ 香川県 丸亀市原田町２２６０‐１（丸亀市民体育館前） 0877-22-2367

若松屋スポーツ 香川県 丸亀市中府町５‐５‐３５ 0877-23-4578

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオンモール綾川店 香川県 綾歌郡綾川町萱原８２２‐１　イオンモール綾川２Ｆ 087-876-1091

ヒマラヤスポーツ　松山店 愛媛県 松山市衣山１‐１６０ 089-926-2180

スポーツブイ 愛媛県 松山市千舟町４‐１‐９　児島ビル１Ｆ 089-945-4747

フクヤスポーツ　南松山店 愛媛県 松山市朝生田町６‐２‐４８ 089-932-5858

ワケスポーツ　松山店 愛媛県 松山市平井町２２７３－１ 089-955-7776

フクヤスポーツ　東松山店 愛媛県 松山市平井町甲２８５８‐１ 089-990-8880

スーパースポーツゼビオ　松山問屋町店 愛媛県 松山市問屋町５‐２２ 089-917-7601

キナミスポーツ 愛媛県 今治市常盤町５‐２‐３８ 0898-22-1256

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　今治店 愛媛県 今治市南高下町１‐４‐２２ 0898-34-8601

スポーツメイトホソイ 愛媛県 宇和島市中沢町１‐１‐１５ 0895-22-5252

オオウエスポーツ 愛媛県 新居浜市田所町４‐６１ 0897-33-4740

ヒマラヤスポーツ　フジグラン川之江店 愛媛県 四国中央市妻鳥町１１３６‐１　フジグラン川之江別館 0896-59-5150

ワケスポーツ　宇和店 愛媛県 西予市宇和町卯之町４‐６６８‐7 0894-62-0260

スーパースポーツゼビオ　エミフルＭＡＳＡＫＩ店 愛媛県 伊予郡松前町筒井８５０ 089-961-6630

ヒロマツスポーツ 高知県 高知市本町３‐５‐２０ 088-822-6151

スーパースポーツゼビオ　高知インター店 高知県 高知市薊野西町３‐３４ 088-846-3391

ヒマラヤスポーツ　フジグラン四万十店 高知県 四万十市具同２２２２　フジグラン四万十内 0880-31-2735

スーパースポーツゼビオ　リバーウォーク北九州店 福岡県 北九州市小倉北区室町１‐１‐１　リバーウォーク北九州３Ｆ 093-562-6851

スーパースポーツゼビオ　小倉東インター店 福岡県 北九州市小倉南区上葛原１‐１７‐１ 093-932-1220

スーパースポーツゼビオ　イオンタウン黒崎店 福岡県 北九州市八幡西区西曲里町３‐１　イオンタウン黒崎２Ｆ 093-644-7778

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　八幡西店 福岡県 北九州市八幡西区八枝２‐１‐３ 093-601-1511

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン博多店 福岡県 福岡市東区東浜１‐１‐１ 092-643-9060



スーパースポーツゼビオ　キャナルシティ博多店 福岡県 福岡市博多区住吉１‐２‐７４　キャナルシティ博多サウスビル３Ｆ 092-283-8520

ゼビオスポーツエクスプレス　博多マルイ店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街９‐１　博多マルイ７Ｆ 092-432-8010

スーパースポーツゼビオ　福岡木の葉モール橋本店 福岡県 福岡市西区橋本２‐２７‐２　木の葉モール橋本２Ｆ 092-811-8290

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン大牟田店 福岡県 大牟田市旭町２‐２８‐１ 0944-41-5566

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン久留米店 福岡県 久留米市新合川１‐３‐３０　ゆめタウン久留米　別館１Ｆ 0942-45-7456

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　飯塚店 福岡県 飯塚市弁分２‐１ 0948-25-3042

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　コスタ行橋店 福岡県 行橋市西泉６‐１‐１　コスタ行橋内 0930-24-0063

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン筑紫野店 福岡県 筑紫野市針摺東３‐１‐８ 092-918-6565

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオンモール筑紫野店 福岡県 筑紫野市立明寺４３４‐１　イオンモール筑紫野２Ｆ 092-919-5540

スーパースポーツゼビオ　春日店 福岡県 春日市春日５‐５１ 092-595-5500

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　くりえいと宗像店 福岡県 宗像市くりえいと２‐１‐１ 0940-32-7661

ヒマラヤスポーツ　福岡新宮店 福岡県 糟屋郡新宮町中央駅前２‐６‐１５ 092-940-6650

コイケスポーツ 佐賀県 佐賀市駅前中央１‐６９ 0952-23-2588

ノダカスポーツ 佐賀県 佐賀市大和町尼寺２５３５‐１ 0952-62-5208

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン佐賀店 佐賀県 佐賀市兵庫北５‐１４‐１ 0952-36-8220

佐嘉スポーツ 佐賀県 唐津市菜畑３２８２‐１ 0955-73-5696

はなだスポーツ 佐賀県 武雄市武雄町大字昭和３７‐８ 0954-22-2623

ヒラノスポーツ　基山店 佐賀県 三養基郡基山町大字宮浦１８６‐２４ 0942-92-2721

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　南長崎店 長崎県 長崎市磯道町３７‐５ 095-832-5067

グローバルスポーツ　長崎店 長崎県 長崎市元船町１０‐１　ゆめタウン夢彩都３Ｆ 095-829-2828

ヒマラヤスポーツ　佐世保店 長崎県 佐世保市大和町９７８‐６　ＭＲＲさせぼ２Ｆ 0956-27-8801

スーパースポーツゼビオ　アクロスプラザ佐世保藤原町店 長崎県 佐世保市藤原町２０‐７ 0956-20-8500

カワシモスポーツ 長崎県 佐世保市本島町３‐５ 0956-22-4839

マツバラスポーツ　Ｑスタジアム 長崎県 諫早市栗面町８０３‐１ 0957-21-9999

ヒマラヤスポーツ　諫早店 長崎県 諫早市長野町１５９６‐１ 0957-35-1570

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　大村店 長崎県 大村市幸町２５‐２２７ 0957-54-6661

スポーツタチカワ 長崎県 壱岐市郷ノ浦町片原触１‐１ 0920-47-4606

ハヤカワスポーツ　スポーツ館上通本店 熊本県 熊本市中央区上通町９‐１ 096-324-3700



スーパースポーツゼビオ　熊本本山店 熊本県 熊本市中央区本山町１４３‐４ 096-361-1600

ハヤシスポーツ 熊本県 熊本市東区桜木１‐１２‐２７ 096-367-0101

ハヤカワスポーツ　熊本営業部 熊本県 熊本市東区渡鹿８‐１２‐１２ 096-371-6703

スポーツプラザ体育堂　春日本店 熊本県 熊本市西区春日１‐３‐１ 096-322-1700

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン八代店 熊本県 八代市建馬町３‐１　ゆめタウン八代１Ｆ 0965-35-7033

扇スポーツ 熊本県 水俣市大園町１‐１２‐２ 0966-63-8888

スーパースポーツゼビオ　熊本ゆめタウン光の森店 熊本県 菊池郡菊陽町光の森７‐３９‐１ 096-233-2200

スーパースポーツゼビオ　大分店 大分県 大分市光吉３８２‐１ 097-554-6776

スポーツジョイ 大分県 大分市西浜３‐１ 097-535-7277

スポーツリーグ 大分県 大分市大手町２‐１‐１０ 097-534-3733

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　中津店 大分県 中津市宮夫２２３‐１ 0979-26-1565

サガラスポーツ 大分県 日田市三本松１‐４‐４８ 0973-24-3663

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　日田店 大分県 日田市日ノ出町大字渡里３３‐３ 0973-22-0200

アオバヤスポーツ　本店 大分県 佐伯市中の島２‐８‐１１ 0972-22-0350

スーパースポーツゼビオ　宮崎花ヶ島店 宮崎県 宮崎市花ヶ島町小物町２６５３ 0985-61-6131

スーパースポーツゼビオ　宮崎店 宮崎県 宮崎市中村西３‐４‐１４ 0985-52-8085

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　都城店 宮崎県 都城市吉尾町１３５‐１ 0986-47-1901

イワミツスポーツ 宮崎県 都城市志比田町５２７０ 0986-24-2064

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　延岡店 宮崎県 延岡市別府町４４０５ 0982-28-0111

スーパースポーツゼビオ　オプシア鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市宇宿２‐３‐５　オプシア鹿児島内 099-812-7177

ハヤカワ　スポラボ 鹿児島県 鹿児島市荒田２‐５８‐１５　１Ｆ 099-213-5881

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　鹿屋バイパス店 鹿児島県 鹿屋市笠之原町２０６６‐１ 0994-40-6555

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　出水店 鹿児島県 出水市今釜町７６４ 0996-64-8030

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　薩摩川内店 鹿児島県 薩摩川内市原田町１４‐１ 0996-20-7040

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　霧島隼人店 鹿児島県 霧島市隼人町見次５４５　サンキュー隼人店１Ｆ 0995-64-2080

スポーツタカヤマ 鹿児島県 姶良市西餠田２８１０‐６０ 0995-66-0275

沖縄スポーツ 沖縄県 那覇市鏡原１‐４７ 098-987-1116

スーパースポーツゼビオ　宜野湾店 沖縄県 宜野湾市真志喜３‐２８‐３ 098-870-9611



普天間スポーツ 沖縄県 宜野湾市普天間２‐４６‐１１ 098-892-3515

スポーツショップタイガー　浦添店 沖縄県 浦添市宮城４‐３‐９ 098-879-4478

第１スポーツ社 沖縄県 名護市港１‐１５‐６ 0980-52-5511

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオン名護店 沖縄県 名護市字名護見取川原４４７２　イオン名護１Ｆ 0980-51-0311

スポーツショップタイガー 沖縄県 沖縄市照屋５‐４‐１ 098-939-4473

スーパースポーツゼビオ　イーアス沖縄豊崎 沖縄県 豊見城市豊崎３‐３５　イーアス沖縄豊崎１Ｆ 098-996-1439

スーパースポーツゼビオ　うるま店 沖縄県 うるま市字前原１８３‐９ 098-979-0003

スポーツショップライカム 沖縄県 宮古島市平良字西里４７０‐３ 0980-72-3377


