
販売店 都道府県 住所 電話番号
札幌スポーツ館 本店 北海道 札幌市中央区南３条西３ 011-222-5151
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
富士スポーツ 北海道 富良野市栄町１-５ 0167-22-2346
スポルタアオモリ 青森 青森市古川１－１４－５ 0177-23-3567
ラグビー　ヤマチャン 茨城 土浦市永国東町２６番１２号 029-895-0151
Ｂ＆Ｄ 宇都宮店 栃木 宇都宮市駅前通り１－４－６ 平和生命宇都宮ビル１Ｆ 028-650-0730
スポーツカムイ　小山店 栃木 小山市中久喜１２９－１ 0285-37-9311
FOOTBALL MARK 群馬 前橋市天川大島町５－５ 027-289-0033
Ｂ＆Ｄ 高崎店 群馬 高崎市八島町７０ ラ・メルセ２Ｆ 027-327-8363
キャップ・ラガーズ　大宮店 埼玉 さいたま市大宮区桜木町２－８－５ 048-648-6808
プロショップクマスポ 埼玉 熊谷市上恩田３６７－１ 048-507-9318
スポーツカムイ 熊谷店 埼玉 熊谷市原島１２４７－１ 048-580-6062
Ｂ＆Ｄ 熊谷店 埼玉 熊谷市銀座２－９７ ニットーモールカルパ館１Ｆ 048-599-0622
サクラスポーツ 埼玉 川口市芝下１－２－１２ 048-265-7836
スポーツカムイ 所沢店 埼玉 所沢市下富６６４－１ 042-942-4731
ハタヤスポーツ 埼玉 深谷市西島町１－３－６ 048-571-0563
Ｖｉｃｔｏｒｉａ スポーツモール越谷イオンレイクタウン店 埼玉 越谷市レイクタウン４－２－２ ＫＡＺＥ Ａ－１１５ 048-990-3391
スポーツカムイ 三郷店 埼玉 三郷市戸ケ崎２－３０２ 048-948-2044
Ｂ＆Ｄ 津田沼店 千葉 習志野市谷津７－７－１ Ｌｏｈａｒｕ津田沼３Ｆ 0474-78-7802
Ｂ＆Ｄ 柏店 千葉 柏市柏２－６－１７ 染谷エステートビル１Ｆ 04-7164-7272
スーパースポーツゼビオ 東京御茶ノ水本店 東京 千代田区神田小川町３－６ 03-3233-1861
エムアンドワイ企画サービス 東京 中央区日本橋３－２ー１３　中条ビル４Ｆ 03-6281-9648
Ｖｉｃｔｏｒｉａ 青山外苑前店 東京 港区北青山２－１２－１６ 吉川ビルＢ１Ｆ 03-5413-8091
スポーツジュエン 本店 東京 台東区上野４－６－３ 03-3831-7961
スポーツジュエン 本店 東京 台東区上野４－６－３ 03-3831-7961
Ｂ＆Ｄ 上野店 東京 台東区東上野３－１８－７ 上野駅前ビル１Ｆ 03-3836-5561
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 江東区青海１－１－１０　４Ｆ　４０１１０ 03-3527-6290
スーパースポーツゼビオ 渋谷公園通り店 東京 渋谷区宇田川町１９－３ 03-5456-6170
Ｂ＆Ｄ 立川店 東京 立川市曙町２－４２－１ パークアベニュー２Ｆ 042-528-2556
ユーロスポーツ 東京 調布市西町３７６－３　 042-440-3225
スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店 東京 調布市飛田給１－３４－１７ 042-490-1180
ＧＡＬＬＥＲＹ・２ 町田店 東京 町田市原町田６－８－１ レミィ町田３Ｆ 042-739-6281
Ｂ＆Ｄ 町田店 東京 町田市原町田６－９－１９ コビルナマチダ３Ｆ、４Ｆ 0427-29-2137
スポーツカムイ フレスポ若葉台店 東京 稲城市若葉台２－４－２ ２Ｆ 042-401-4861
ときわスポーツ パシオン横浜店 神奈川 横浜市神奈川区金港町６－２２ 045-440-0700
トリコロール 横浜店 神奈川 横浜市中区花咲町２－６５－６ コウノビルＭＭ２１ ７Ｆ 045-325-8855
Ｂ＆Ｄ 横浜桜木町店 神奈川 横浜市中区桜木町１－１ ぴおシティ２Ｆ 045-663-3345
Ｂ＆Ｄ 青葉台店 神奈川 横浜市青葉区青葉台２－１－１ Ｎｏｒｔｈ２ ２Ｆ 045-985-8270
Ｂ＆Ｄ 武蔵小杉店 神奈川 川崎市中原区小杉町３－４４１ 大野ビル２Ｆ 044-744-2121
スポーツカムイ 相模原店 神奈川 相模原市中央区光が丘３－３１－２５ 042-759-7315
シラトリ 藤枝店 神奈川 藤枝市築地５７５－１ 054-646-2200
シラトリ ＳＰＯＰＩＡ黄瀬川店 神奈川 駿東郡清水町八幡６－１ 055-930-8888
スポーツカムイ 甲府店 山梨 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 富士吉田市上吉田３２８４－１ 0555-24-1119
リクエモン　菅平店 長野 上田市菅平高原１２６５ 0268-74-1039
スポーツカムイ 高森店 長野 下伊那郡高森町吉田２３２５－１ 0265-35-3935
シラトリ 静岡ジャンボ店 静岡 静岡市葵区東町６６ 054-254-0171
スーパースポーツゼビオ 浜松宮竹店 静岡 浜松市東区上西町１０２０－１ 053-466-3030
シラトリ 浜松中央店 静岡 浜松市東区上西町９０６ 053-466-7700
スーパースポーツゼビオ ららぽーと磐田店 静岡 磐田市高見丘１２００ ２Ｆ 0538-59-0415
スーパースポーツゼビオ ららぽーと磐田店 静岡 磐田市高見丘１２００ ２Ｆ 0538-59-0415
マルゼンスポーツ 愛知 名古屋市西区城西２－５－１４ 052-531-2803
トリコロール　名古屋店 愛知 名古屋市中区栄５－１６－１５ 052-252-0322
フライトスポーツ ２４８店 愛知 豊田市元宮町１－７ スポーテイグライフ２４８内 0565-34-3116
スーパースポーツゼビオ 豊田東新店 愛知 豊田市東新町６－１７－１ 豊田ラッツ２Ｆ 0565-74-0071
アサヒスポーツ 滋賀 彦根市長曽根南町４４８ 0749-22-4554
トリコロール 京都本店 京都 京都市下京区河原町通松原上ル清水町２９５ 075-341-0824
トリコロール　大阪店 大阪 大阪市都島区東野田町１－５－１ 06-6354-6111
枚方スポーツ 大阪 枚方市岡東町３－９ 072-843-1546
スーパースポーツゼビオ 神戸学園南インター店 兵庫 神戸市垂水区多聞町小束山８６８－１３７６ 078-793-2200
スーパースポーツゼビオ 神戸ハーバーランド店 兵庫 神戸市中央区東川崎町１－７－５ 078-366-6333
RUGBY SHOP FIELD 兵庫 神戸市中央区三宮町２－１１－１　センタープラザ西館 078-391-0058
グリーンスポーツ 長門店 山口 長門市仙崎字網田３２２－２ フジ長門２Ｆ 0837-22-3131
トリコロール 福岡店 福岡 福岡市博多区上川端町１１－２８３ 092-291-2020
マツバラスポーツ フィールド館 長崎 諫早市栗面町８１８－１ 0957-21-9977
スポーツリーグ 大分 大分市大手町２－１－１０ 097-534-3733
スーパースポーツゼビオ 大分店 大分 大分市光吉３８２－１ 097-554-6776

アシックスストア 東京 東京 中央区銀座８-２-７ NTT銀座ビル１F 03-3572-8301
アシックス原宿フラッグシップ 東京 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
アシックス 大阪 心斎橋 大阪 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


