
店名 電話番号 都道府県名 住所

北海道（12) 北海道

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

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

スポーツショップ古内 011-591-3587 北海道 札幌市南区石山二条２－８－２２

高木スポーツ 0166-35-9220 北海道 旭川市豊岡四条２－３－１５

茂藤スポーツ 0157-23-1515 北海道 北見市山下町３－２ー１１

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

ウメダスポーツ 0158-42-2711 北海道 紋別郡遠軽町大通南２

クラウン商会 0143-43-1006 北海道 室蘭市中島町３－２８－３１本間ビル１Ｆ

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

ミヤザキ 01654-2-2590 北海道 名寄市大通南６－６

豊栄スポーツ 0123-34-0806 北海道 恵庭市相生町１４

キクヤスポーツ 0137-62-2691 北海道 二海郡八雲町本町１２６

岩手県(6) 岩手県

藤沢体育堂 0196-23-1435 岩手県 盛岡市前九年３－６－２８

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

佐倉里スポーツ店 0192-27-0501 岩手県 大船渡市盛町木町１２－２

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

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

及川スポーツ　駅通本店 0197-23-3727 岩手県 奥州市水沢区寺小路２

侍魂を身に纏え！10人目の侍キャンペーン対象店舗一覧
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宮城県(1) 宮城県

アキタアルペンスポーツ　仙台ドーム 022-779-7791 宮城県 仙台市泉区松森字後田４５－１

秋田県(4) 秋田県

光風舎　竹半スポーツ 018-838-7505 秋田県 秋田市中通２－３－８アトリオン地下１Ｆ

マルケンスポーツ 0185-55-2222 秋田県 能代市西大瀬２３－１

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

タミヤスポーツ 0187-63-1611 秋田県 大仙市大曲栄町１－１７

山形県(1) 山形県

吾妻スポーツ 0238-23-0295 山形県 米沢市丸の内１－１－９０

福島県(12) 福島県

プロショップ信　野球館 024-553-4388 福島県 福島市丸子字中町裏３４－８

オノヤスポーツ 024-523-0221 福島県 福島市曾根田町１－１８　ＭＡＸふくしま３階

フクシマスポーツランド 024-536-1611 福島県 福島市南中央２－３４－２

バンダイスポーツ　七日町店 0242-27-8118 福島県 会津若松市七日町２－３３

スガワラスポーツ 024-939-5589 福島県 郡山市島１－１１－４　工藤ビル１Ｆ

スポーツショップナイン 0246-29-9229 福島県 いわき市常磐上矢田町太良作３６

遠藤運動具店 0246-23-8134 福島県 いわき市平字中町７－４

村上運動具店　白河店 0248-22-7650 福島県 白河市転坂６８－２

サトウスポーツ 0248-75-3603 福島県 須賀川市宮先町６３

文化堂スポーツ 0243-23-2020 福島県 二本松市亀谷１－５４

ワールドスポーツ 0244-24-0496 福島県 南相馬市原町区本町１－６１

シューズスポーツまつもと 0247-33-3320 福島県 東白川郡棚倉町古町５－１
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茨城県(6) 茨城県

コヤマスポーツ 029-231-5177 茨城県 水戸市南町２－６－１５

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

大山スポーツ商会 0296-43-0707 茨城県 下妻市下妻丁６－１２

ミリオン 029-276-2181 茨城県 ひたちなか市笹野町２－３１７９－６２

スズキスポーツ 0296-76-0955 茨城県 桜川市東桜川２－９

スポーツ高橋 0299-96-1771 茨城県 神栖市知手中央６－２１－１１

栃木県(4) 栃木県

岩渕スポーツ 028-621-7447 栃木県 宇都宮市竹林町１０８７－２

ヤザワスポーツ 0284-42-4576 栃木県 足利市旭町２２９６

アベスポーツ 0284-71-0303 栃木県 足利市堀込町２６６３

石川スポーツ 0282-24-3161 栃木県 栃木市万町１６－４

群馬県(5) 群馬県

タムラ商会 027-283-2033 群馬県 前橋市大胡町３８３－１

ジャンプスポーツ 027-253-1706 群馬県 前橋市箱田町１０２２

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

アライスポーツ 0270-74-1743 群馬県 伊勢崎市境栄１９２

イチカワスポーツ 0274-64-1240 群馬県 富岡市七日市１０８３
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埼玉県(10) 埼玉県

ベースボール　ときわ大宮店 048-644-7777 埼玉県 さいたま市大宮区宮町１－６０　大宮ラクーン６階

シカクラ 048-822-1418 埼玉県 さいたま市浦和区仲町２－１７－１４

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

ハヤブサ 048-878-8661 埼玉県 春日部市中央７－１０－２１

Victoria　スポーツモール越谷レイクタウン店 048-990-3391 埼玉県 越谷市レイクタウン４－２－２　イオンレイクタウンＫＡＺＥ Ａ－１１５

ムーブ 048-449-7373 埼玉県 戸田市笹目３－１０－１７

入間モンタナスポーツ 04-2965-3000 埼玉県 入間市久保稲荷４－２２－１４

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

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

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

千葉県(9) 千葉県

ライオンベースボールプロショップ 043-251-7175 千葉県 千葉市中央区松波３－４－７

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

スポーツオーソリティ　幕張新都心店 043-296-1710 千葉県 千葉市美浜区豊砂１－６　イオンモール幕張新都心アクティブモール

Ｂ．Ｂ．Ｔ 047-372-6860 千葉県 市川市鬼高３－３４－４

スポーツオーソリティ　船橋店 047-437-6488 千葉県 船橋市山手１－１－８　イオンモール船橋

ベースマン　柏店 0471-47-6780 千葉県 柏市旭町１－５－４

ヤスノスポーツスカイ 0474-84-8306 千葉県 八千代市勝田台１－３０

超野球専門店ＣＶ 047-445-1350 千葉県 鎌ケ谷市丸山１－５－１

ＧＯＬＤベアースポーツ 047-351-7066 千葉県 浦安市当代島１－１－８
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東京都(30) 東京都

井本運動具店ＥＣ事業部 03-6203-0826 東京都 千代田区外神田６－５－４　偕楽ビル３０２

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

ＧＡＬＬＥＲＹ・２　新宿ベースボール 03-3341-2460 東京都 新宿区新宿３－１５－１１　アドホックビル５Ｆ

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

ときわスポーツ　ベースボール新宿店 03-3340-5252 東京都 新宿区西新宿１－３－１５　栃木ビル３Ｆ

セレクション　新宿店 03-3836-5057 東京都 新宿区西新宿７－２２－３７ストーク西新宿福星ビル１Ｆ

ベースマン 03-3260-2711 東京都 新宿区揚場町２－１７

ベースマンヤフー店 03-3260-8912 東京都 新宿区揚場町２－１７　ＢＭ３Ｆ

スポーツ寿苑　本店 03-3831-7961 東京都 台東区上野４－６－３

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

スポーツデポ　南砂町スナモ店 03-5677-0721 東京都 江東区新砂３－４－３１　ＳＵＮＡＭＯ３Ｆ

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

富士ベースボール 03-3786-1800 東京都 品川区中延４－６－４

イマイスポーツ 03-3712-5556 東京都 目黒区上目黒２－１６－１６

ベースボールマリオ 03-6413-8255 東京都 世田谷区北沢２－１９－２　月村光ビル２階

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

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

スポーツオーソリティ　ビーンズ赤羽店 03-5939-4940 東京都 北区赤羽１－１－１　ビーンズ赤羽

ブランロッシュ 03-3994-1055 東京都 練馬区栄町３２－１５

スワロースポーツ 070-4476-1785 東京都 練馬区練馬４－１５－１１　城南内田ビル６階

スーパースポーツゼビオ　アリオ葛西店 03-5675-6801 東京都 江戸川区東葛西９－３－３　イトーヨーカドー葛西店２Ｆ

ベースマン　立川店 042-512-8923 東京都 立川市柴崎町３－１０－２１

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

B&D　立川店 042-528-2556 東京都 立川市曙町２－４２－１　パークアベニュー２Ｆ
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カズマスポーツ 0422-51-2034 東京都 武蔵野市境２－３－４

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

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

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

Victoria　イオンモールむさし村山店 042-590-1041 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

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

神奈川県(23) 神奈川県

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

スーパースポーツゼビオ　みなとみらい東急スクエア店 045-650-1680 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

スポーツオーソリティ　ＭＡＲＫ　ＩＳ　みなとみらい店 045-227-2581 神奈川県 横浜市西区みなとみらい３ー５ー１　ＭＡＲＫ　ＩＳ　みなとみらい

金港スポーツ 045-662-2727 神奈川県 横浜市中区相生町４－６９

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

カトウスポーツ　港南台店 045-832-3898 神奈川県 横浜市港南区港南台９－２４－６

アサヒスポーツ 045-373-6485 神奈川県 横浜市旭区鶴ケ峰２－５０－２

スポーツオーソリティ　港北ニュータウン店 045-947-1333 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央１４－１２　港北ＫＥＹＳＯＵＴＨ

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

スーパースポーツゼビオ　港北ノースポートモール店 045-910-0555 神奈川県 横浜市都筑区中川中央１－２５－１

ＧＡＬＬＥＲＹ・２　港北店 045-910-0635 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

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

B&D　川崎店 044-520-1313 神奈川県 川崎市幸区大宮町１３１０　ミューザ川崎２Ｆ－２３１

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

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

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

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

B&D　大船店 0467-42-4107 神奈川県 鎌倉市大船１－２５－３０　西友大船店４Ｆ
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シラトリ　湘南藤沢店 0466-99-0001 神奈川県 藤沢市辻堂新町４－３－５

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

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

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

ベースボールショップＹＢＣ 0465-64-0886 神奈川県 足柄下郡湯河原町中央５－１５－５

新潟県(4) 新潟県

野球工房北野屋　新潟店 025-256-8089 新潟県 新潟市中央区上所上２－１－１５

オオミヤスポーツ 0258-38-0038 新潟県 長岡市美沢３ー４６９

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

クレブスポーツ　六日町店 025-770-1301 新潟県 南魚沼市余川本町３０７９－１

石川県(1) 石川県

レンダ小松店 0761-23-1163 石川県 小松市園町ホ－９４－１

福井県(1) 福井県

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

長野県(3) 長野県

長野スター商会 026-234-2351 長野県 長野市長野西町５４５

文正堂 0265-72-7281 長野県 伊那市西町５１７８－２

マツヤスポーツ 0269-22-4706 長野県 中野市中央１－４－２３

岐阜県(6) 岐阜県

竹中スポーツ 058-264-2200 岐阜県 岐阜市玉宮町２－９

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

タカハシスポーツ 058-233-8641 岐阜県 岐阜市早田栄町２－１９

センタースポーツ 0572-22-2506 岐阜県 多治見市若松町４－５７

スポーツオーゾネ 058-392-1597 岐阜県 羽島市竹鼻町丸の内４－７４－２

日比野スポーツ 0574-62-0229 岐阜県 可児市広見５－９９



店名 電話番号 都道府県名 住所

侍魂を身に纏え！10人目の侍キャンペーン対象店舗一覧

静岡県(10) 静岡県

シラトリ　静岡ジャンボ店 054-254-0171 静岡県 静岡市葵区東町６６

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

シルバースポーツ　沼津店 055-925-9099 静岡県 沼津市大岡１９６１

ミネオスポーツ 0544-23-0345 静岡県 富士宮市城北町１１７－２

シラトリ　富士ジャンボ店 0545-60-3300 静岡県 富士市青葉町５６４

シラトリ　藤枝店 054-646-2200 静岡県 藤枝市築地５７５－１

双葉スポーツ　袋井店 0538-43-4189 静岡県 袋井市高尾１１７５－８

チヨダスポーツ 0537-86-2050 静岡県 御前崎市池新田２４９５－１

シラトリ　ＳＰＯＰＩＡ黄瀬川店 055-930-8888 静岡県 駿東郡清水町八幡６－１

スズスポ 055-988-0520 静岡県 駿東郡長泉町下土狩３７１－１

愛知県(14) 愛知県

スーパースポーツゼビオ　名古屋ゼロゲート店 052-269-1570 愛知県 名古屋市中区栄３－２８－１１　３階

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

ツボイスポーツ 052-413-8939 愛知県 名古屋市中川区澄池町２０－１１

木村運動具店 052-661-0241 愛知県 名古屋市港区七番町５－１５

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

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

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

安達運動具店 0586-78-2728 愛知県 一宮市浅井町大日比野２２１０

ニシオスポーツ　ＡＴＨＬＥＴＥ　ＮＥＯ 0568-81-8786 愛知県 春日井市春見町５２－６

ホッタスポーツ 0567-25-0150 愛知県 津島市弥生町４３

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

スポーツプラザカミオ 0563-57-0600 愛知県 西尾市寄住町州田２３－１

サカエ 0587-54-8550 愛知県 江南市古知野町熱田１０３



店名 電話番号 都道府県名 住所

侍魂を身に纏え！10人目の侍キャンペーン対象店舗一覧

スポーツショップワールド 0569-43-5558 愛知県 知多市新舞子東町１－２－６

三重県(3) 三重県

ミヤタスポーツ 059-255-2949 三重県 津市久居明神町風早２４８７－１

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

アカサカスポーツ 05978-9-4711 三重県 熊野市木本町６７８－２

滋賀県(5) 滋賀県

モリヤマスポーツ　アスリート大津店 077-547-5030 滋賀県 大津市一里山７－１－１

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

スポーツショップウイナー　近江八幡店 0748-32-3303 滋賀県 近江八幡市鷹飼町４５５－１２

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

スポーツショップキムラ　草津店 077-566-2932 滋賀県 草津市大路２－８－１４

京都府(12) 京都府

スポーツアクト 075-463-6556 京都府 京都市北区大将軍西町１５７－２

スポーツミツハシ　烏丸御池本店 075-252-6680 京都府 京都市中京区高宮町１９４

ＢＥＳＴ９ 075-748-0481 京都府 京都市中京区西ノ京下合町３７　レトロマンションⅢ１Ｆ

スーパースポーツゼビオ　イオンモールＫＹＯＴＯ店 075-693-7556 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

トーアスポーツＮＥＯ 075-661-8989 京都府 京都市南区東九条下殿田町５０　アサダ観光ビル１Ｆ

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

スポーツアクト２ｎｄ．ＳＴＡＧＥ 075-622-8980 京都府 京都市伏見区毛利町１５３

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

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

プロショップサムライ 0773-25-1789 京都府 福知山市東羽合町１２２

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

スポーツミツハシ　アルプラザ城陽店 0774-57-3284 京都府 城陽市富野荒見田１１２　アルプラザ城陽３Ｆ



店名 電話番号 都道府県名 住所

侍魂を身に纏え！10人目の侍キャンペーン対象店舗一覧

大阪府(19) 大阪府

ブルーピーター 06-6474-1000 大阪府 大阪市西淀川区出来島３－１－４０

太陽スポーツ　野球館 06-6692-6655 大阪府 大阪市住吉区沢之町１－３－１

ミズシマスポーツ 06-6794-7100 大阪府 大阪市平野区平野馬場１－１８－１２

スーパースポーツゼビオ　ヨドバシ梅田店 06-6292-4064 大阪府 大阪市北区大深町１－１　ヨドバシ梅田ビル６Ｆ

ツチヤスポーツ 06-6351-6291 大阪府 大阪市北区天神橋２－４－１４

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

アシックス大阪 心斎橋 06-6226-8506 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

セレクション　大阪店 06-4708-3300 大阪府 大阪市中央区西心斎橋１－６－１４ビッグステップ２Ｆ

スポタカ　ＢＩＧＳＴＥＰ本店 06-6484-7164 大阪府 大阪市中央区西心斎橋１－６－１４　ＢＩＧＳＴＥＰ

スポーツサクライ　ＥＣ事業部 072-239-4245 大阪府 堺市中区深阪１５２６－１

スポーツサクライ　堺店野球 072-239-4241 大阪府 堺市中区深阪５－１７－１２

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

キャピタルスポ－ツＷＥＢ事業部 06-6843-0333 大阪府 豊中市北桜塚３－１－５

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

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

スポーツミツハシ　アリオ八尾店 072-998-3284 大阪府 八尾市光町２－３

野球堂一球 072-826-1919 大阪府 寝屋川市石津元町１５－２

スポーツサクライ　大東店 072-878-5009 大阪府 大東市南津の辺町２２－２６

藤井寺スポーツ 0729-38-5225 大阪府 藤井寺市小山９－１－１３

兵庫県(16) 兵庫県

赤玉スポーツ 078-801-6101 兵庫県 神戸市灘区水道筋３－９

スポーツワールド　三宮店 078-332-7332 兵庫県 神戸市中央区三宮町２－１０－７

飯塚運動具店 0792-36-4121 兵庫県 姫路市広畑区東新町１－３４

スポーツマン 0792-22-0642 兵庫県 姫路市白銀町１３



店名 電話番号 都道府県名 住所

侍魂を身に纏え！10人目の侍キャンペーン対象店舗一覧

ミチイスポーツ 06-6419-3576 兵庫県 尼崎市大島３－３２－２０

ダイワスポーツ 06-6491-7621 兵庫県 尼崎市潮江２－２５－１５

野球人ウメダ 078-946-1111 兵庫県 明石市魚住町長坂寺３６６－１

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

明美スポーツ　大久保店 078-935-2112 兵庫県 明石市大久保町大窪５９７－５

コーベヤスポーツＷＥＢＳＨＯＰ ー 兵庫県 　ー

ヒマラヤスポーツ　三田店 079-562-1002 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

加西平和堂スポーツ 0790-42-5331 兵庫県 加西市北条町横尾３４１－１

徳岡塾 0795-87-0755 兵庫県 丹波市青垣町栗住野４－１

アワジスポーツ 0799-42-3553 兵庫県 南あわじ市神代國衙１２０７－１

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

スポーツショップアント 0791-62-2900 兵庫県 たつの市龍野町堂本６２－８

奈良県(3) 奈良県

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

スポーツミツハシ　イオンタウン富雄南店 0742-48-3284 奈良県 奈良市石木町１００－１　イオンタウン富雄南Ｅ棟２Ｆ

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

和歌山県(5) 和歌山県

紀之国スポーツ 073-473-3888 和歌山県 和歌山市黒田３５－１

タキモトスポーツ 0734-26-3939 和歌山県 和歌山市吹上２－６－５０

大野スポーツ 073-483-0982 和歌山県 海南市鳥居６－１　大幸ビル１Ｆ

アイデアスポーツ店 0738-22-6367 和歌山県 御坊市薗９７

シモヂスポーツ 0735-22-2480 和歌山県 新宮市新宮７６３９

鳥取県(1) 鳥取県

マルイスポーツ 0858-23-1750 鳥取県 倉吉市西仲町２６５１

島根県(2) 島根県



店名 電話番号 都道府県名 住所

侍魂を身に纏え！10人目の侍キャンペーン対象店舗一覧

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

二協社スポーツ店 0853-21-5155 島根県 出雲市渡橋町３１８－１

岡山県(5) 岡山県

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

タカギスポーツ 086-272-2341 岡山県 岡山市中区原尾島３－２－９

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

スポーツショップニューカタヤマ 0864-72-5712 岡山県 倉敷市児島味野２－２－４７

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

広島県(13) 広島県

体育社 082-246-1212 広島県 広島市中区三川町７－５

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

ミササスポーツ 082-872-2565 広島県 広島市安佐南区高取北３－４－３

カベスポーツ　安店 082-872-0861 広島県 広島市安佐南区相田１－１４－１４

呉一スポーツ 0823-71-4649 広島県 呉市広駅前１－８－２５－２

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

橋本スポーツ用品店 084-923-1795 広島県 福山市御門町１－８－１３

ワールドスポーツ店 084-926-2016 広島県 福山市地吹町１－１０

コダマ　三次店 0824-62-2423 広島県 三次市十日市中３－９－２１

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

東広島スポーツ 0824-22-4658 広島県 東広島市西条土与丸６－２－４１

シオダスポーツ　桜尾店 0829-32-7870 広島県 廿日市市桜尾本町１２－３８

スポーツオーソリティ　広島府中店 082-561-0680 広島県 安芸郡府中町大須２－１－１　イオンモール広島府中２Ｆ

山口県(5) 山口県

ヒマラヤスポーツ　山口店 0839-27-0335 山口県 山口市大内矢田南４－１－１

ムネスエスポーツ 0833-41-0273 山口県 下松市大手町市役所前



店名 電話番号 都道府県名 住所

侍魂を身に纏え！10人目の侍キャンペーン対象店舗一覧

ヤマウチスポーツ　光店 0833-72-2500 山口県 光市浅江３－２４－４

カツラスポーツ 0820-22-2529 山口県 柳井市南町１－３－１３

周南スポーツ 0834-34-3089 山口県 周南市福川南町２-３

徳島県(3) 徳島県

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

笹倉スポーツ 088-679-8822 徳島県 徳島市南田宮２ー３ー１０８

笹倉スポーツ　阿南店 0884-23-1005 徳島県 阿南市日開野町西居内４５９－６

香川県(2) 香川県

スポーツショップビッグワン 087-867-8713 香川県 高松市木太町１１２７

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

愛媛県(7) 愛媛県

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

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

ラフィートＷＥＢＳＨＯＰ ー 愛媛県 　ー

スポーツメイトホソイ 0895-22-0526 愛媛県 宇和島市中沢町１－１－１５

オオウエスポーツ 0897-33-4740 愛媛県 新居浜市田所町４－６１

アオキ 0897-56-6611 愛媛県 西条市東町１－２７１

ミヤザキスポーツ 0896-24-5520 愛媛県 四国中央市三島中央２－１２－５

高知県(1) 高知県

にしむらスポーツ 088-832-8191 高知県 高知市梅ノ辻８－１２

福岡県(5) 福岡県

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

ベースボールパークスタンドイン 092-260-7789 福岡県 福岡市東区原田４－２－１４

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

スポーツショップヤマザキ 092-863-6061 福岡県 福岡市早良区干隈３－２－１５
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ヒマラヤスポーツ　飯塚店 0948-25-3042 福岡県 飯塚市弁分２ー１

佐賀県(2) 佐賀県

佐賀スラッガー 0952-30-0844 佐賀県 佐賀市神野東４－７－２１

佐嘉スポーツ 0955-73-5696 佐賀県 唐津市菜畑３２８２－１

長崎県(3) 長崎県

ベースボールパークスタンドイン　長崎店 095-801-5689 長崎県 長崎市御船蔵町３－１

ベースボールパークスタンドイン　佐世保店 0956-23-5598 長崎県 佐世保市山県町６－１１

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

熊本県(2) 熊本県

ベースボールショップドラフト 096-364-1910 熊本県 熊本市中央区出水１－５－４４

ハヤカワスポーツ　山鹿店 0968-32-0036 熊本県 山鹿市方保田字鳥越３４３－１

大分県(3) 大分県

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

アオバヤスポーツ　Ａｏｂａｙａ　Ｂ．Ｓ．ＳＨＯＰ 097-551-5460 大分県 大分市松原町３－１－１１

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

宮崎県(2) 宮崎県

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

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

鹿児島県(3) 鹿児島県

中央スポーツ 099-223-9811 鹿児島県 鹿児島市城南町１０－３

スポーツタニヤマ 099-267-5001 鹿児島県 鹿児島市東谷山３－３５－２７

セグチメジャースポーツＷＥＢＳＨＯＰ ー 鹿児島県 　ー

沖縄県(3) 沖縄県

奥武山スポーツ店 098-857-1071 沖縄県 那覇市奥武山町２６－３９

ＢＡＳＥＢＡＬＬ　ＰＲＯＳＨＯＰ　ＡＣＥ 098-945-3737 沖縄県 南城市大里稲嶺２０５６－３
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ヒマラヤスポーツ　沖縄北谷店 098-936-8500 沖縄県 中頭郡北谷町北前１－１８－１


