
店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

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角

スポーツデポ　光星店 011-721-1565 北海道 札幌市東区北９条東４‐１‐１０

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

スポーツデポ　厚別東店 011-899-3771 北海道 札幌市厚別区厚別東４条３‐２‐１０

スポーツデポ　宮の沢店 011-665-6140 北海道 札幌市手稲区西宮の沢４条２‐１‐８

アルペン　函館梁川店 0138-31-7581 北海道 函館市梁川町１５‐２７

アルペン　小樽店 0134-25-3440 北海道 小樽市信香町３‐８

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

スポーツデポ　旭川永山店 0166-47-2073 北海道 旭川市永山３条７‐２‐３

高木スポーツ 0166-35-9220 北海道 旭川市豊岡４条２‐３‐１５

スポーツデポ　帯広店 0155-47-8150 北海道 帯広市稲田町南８線西１０‐６

スポーツデポ　北見店 0157-24-6980 北海道 北見市光西町１８４‐４

石田スポーツ 0126-22-2500 北海道 岩見沢市１条西２‐９‐１

スポーツデポ　岩見沢店 0126-20-0510 北海道 岩見沢市大和１条９‐２

スポーツオーソリティ　苫小牧店 0144-52-0588 北海道 苫小牧市柳町３‐１‐２０　イオンモール苫小牧１Ｆ

江端商店 0165-23-5141 北海道 士別市大通西５‐７１３‐７

スポーツプロショップミヤザキ 01654-2-2590 北海道 名寄市大通南６‐６

アルペン　千歳店 0123-26-2107 北海道 千歳市富士３‐５‐１３

スポーツデポ　大曲店 011-377-1477 北海道 北広島市大曲幸町２‐８‐２

アルペン　音更店 0155-30-1681 北海道 河東郡音更町木野大通西１６‐１‐１２

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

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

スポーツデポ　釧路店 0154-36-8388 北海道 釧路郡釧路町桂木４‐８

テルイスポーツ 0153-72-2750 北海道 標津郡中標津町東３条南１ ○

BIGFLYING取り扱い店舗
※数量限定となりますので、在庫状況については、直接店舗にお問い合わせください。



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

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

スポーツデポ　青森店 0177-83-4860 青森県 青森市三好２‐１‐１５

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

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

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

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

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

スポーツオーソリティ　下田店 0178-50-5005 青森県 上北郡おいらせ町中野平４０‐１　イオンモール下田１Ｆ

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

スポーツデポ　盛岡南店 019-635-7716 岩手県 盛岡市向中野７‐１６‐９０

藤沢体育堂 019-647-8484 岩手県 盛岡市青山４‐１０‐２８

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

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６‐７‐１７

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

ネクサス　花巻店 0198-23-4272 岩手県 花巻市上小舟渡５１

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

ネクサス　北上店 0197-63-8500 岩手県 北上市北鬼柳１８‐３５

ネクサス　一関店 0191-25-5270 岩手県 一関市赤荻字堺１０

スポーツデポ　一関中里店 0191-31-2025 岩手県 一関市中里字南白幡４９‐１

スポーツオーソリティ　イオンタウン釜石店 0193-31-3286 岩手県 釜石市港町２‐１‐１　イオンタウン釜石３Ｆ

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

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

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

こもりスポーツ 0195-33-2686 岩手県 二戸郡一戸町一戸字本町３３‐５



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

スポーツデポ　仙台新港店 022-258-5556 宮城県 仙台市宮城野区中野３‐３‐４

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

スポーツデポ　仙台泉店 022-776-3981 宮城県 仙台市泉区上谷刈４‐１１‐３６

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

スポーツオーソリティ　仙台中山店 022-303-2381 宮城県 仙台市泉区南中山１‐３５‐５７　イオン仙台中山別館１Ｆ

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

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

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

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

スポーツオーソリティ　利府店 0223-49-1151 宮城県 宮城郡利府町利府字新屋田前２２　イオンモール利府１Ｆ

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

スポーツデポ　秋田茨島店 018-867-0201 秋田県 秋田市茨島４‐３‐２０

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

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

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

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

タケダスポーツ　湯沢店 0183-79-5620 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

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

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

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

川井スポーツ 023-622-8528 山形県 山形市七日町２‐７‐２１

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

スポーツデポ　山形店 023-681-2751 山形県 山形市馬見ヶ崎４‐４‐１５

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

カスカワスポーツ　寒河江店 0237-86-5333 山形県 寒河江市赤田６９‐１ ○

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



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

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

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

ワタナベスポーツ 024-922-3650 福島県 郡山市駅前２‐９‐８

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

スポーツデポ　郡山フェスタ店 024-958-6401 福島県 郡山市日和田町大原３

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

遠藤運動具店 0246-23-8134 福島県 いわき市平中町７‐４

サトウスポーツ 0248-75-3603 福島県 須賀川市宮先町６３

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

コヤマスポーツ 029-231-5177 茨城県 水戸市南町２‐６‐１５

スポーツオーソリティ　土浦店 029-835-5013 茨城県 土浦市上高津３６７　イオンモール土浦２Ｆ

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

スポーツオーソリティ　下妻店 0296-30-0670 茨城県 下妻市堀籠９７２‐１　イオンモール下妻１Ｆ

スポーツデポ　ひたち野うしく店 029-873-3781 茨城県 牛久市ひたち野東１‐２５‐１

スポーツデポ　ひたちなか店 029-200-2030 茨城県 ひたちなか市新光町２７‐１

スポーツデポ　イオンタウン守谷店 0297-46-4700 茨城県 守谷市百合丘３‐２４９‐１

アルペン　アクロスプラザ神栖店 0299-92-7250 茨城県 神栖市居切１４５６‐５１

スポーツデポ　イオンタウン水戸南店 029-291-1761 茨城県 東茨城郡茨城町長岡３４８０‐１０１

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

スポーツデポ　ベルモール宇都宮店 028-689-7401 栃木県 宇都宮市陽東６‐２‐１

スポーツデポ　栃木店 0282-23-7003 栃木県 栃木市箱森町４２‐２８

ヨコタスポーツ 0283-62-1086 栃木県 佐野市栃本町２３３１‐３ ○

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

スポーツデポ　ハーヴェストウォーク小山店 0285-24-8101 栃木県 小山市喜沢１４７５　ハーヴェストウォーク内

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

アルペン　西那須野店 0287-36-1775 栃木県 那須塩原市南郷屋２‐１４６‐３０



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

スポーツデポ　ガーデン前橋店 027-267-0660 群馬県 前橋市小屋原町４７２‐１

ジャンプスポーツ 027-253-1706 群馬県 前橋市箱田町１０２２

スポーツデポ　高崎店 027-363-2221 群馬県 高崎市飯塚町字大道東１００５‐１

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

タキスポーツ 0277-47-3331 群馬県 桐生市錦町１‐９‐２１

アライスポーツ 0270-74-1743 群馬県 伊勢崎市境栄１９２

スポーツデポ　パワーモールおおた店 0276-46-8825 群馬県 太田市飯塚町６３９‐１

スポーツデポ　前橋吉岡店 0279-54-1611 群馬県 北群馬郡吉岡町大久保７６８

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６Ｆ

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

アルペン　岩槻店 048-797-0660 埼玉県 さいたま市岩槻区府内２‐１‐１６

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

スポーツオーソリティ　熊谷店 048-527-5855 埼玉県 熊谷市大字代１０６７　ビッグベアーＳＣ

ライナースポーツ 048-223-2299 埼玉県 川口市元郷５‐１０‐５

スポーツオーソリティ　川口店 048-263-5160 埼玉県 川口市前川１‐１‐１１　イオンモール川口前川２Ｆ

アルペン　ミエルかわぐち店 048-222-2811 埼玉県 川口市本町２‐７‐２５

スポーツカムイ　所沢店 042-942-4731 埼玉県 所沢市下富６６４‐１ ○

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　所沢店 042-998-4649 埼玉県 所沢市牛沼３２２‐４

ときわスポーツ　パシオン所沢店 04-2920-1090 埼玉県 所沢市東町５‐２２　イオン所沢店６Ｆ

スポーツオーソリティ　越谷レイクタウン店 048-990-1340 埼玉県 越谷市レイクタウン３‐１‐１　イオンレイクタウンＭＯＲＩ　２Ｆ

Ｖｉｃｔｏｒｉａスポーツモール　越谷イオンレイクタウン店 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

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

アルペン　デオシティ新座店 048-483-2400 埼玉県 新座市中野２‐１‐３８　ＯＳＣデオシティ新座ＭＩＸ　ＭＩＸ棟２Ｆ

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

スポーツデポ　北本店 048-543-7551 埼玉県 北本市深井６‐８７

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

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

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

スポーツデポ　ショップス市川店 047-393-5281 千葉県 市川市鬼高３‐２８‐１６

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２Ｆ

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

アルペン　イオンタウン館山店 0470-23-2271 千葉県 館山市八幡５４５‐１

スポーツデポ　木更津金田店 0438-41-6715 千葉県 木更津市金田東２‐１４‐１

スポーツオーソリティ　松戸店 047-374-5011 千葉県 松戸市二ツ木１７８２‐１　プチモールフタツギ

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　松戸八柱店 047-389-8971 千葉県 松戸市日暮１‐１０−３

スポーツデポ　野田船形店 04-7128-1101 千葉県 野田市泉１‐１‐１

スポーツオーソリティ　野田店 04-7126-1170 千葉県 野田市中根新田５７‐１　パル・ノア

スポーツデポ　茂原店 0475-22-0250 千葉県 茂原市小林１６０６‐１０

スポーツデポ　成田美郷台店 0476-24-5411 千葉県 成田市美郷台１‐１７

カジロスポーツ　旭店 0479-62-0147 千葉県 旭市二の５２８８‐１

スポーツオーソリティ　津田沼店 047-403-2111 千葉県 習志野市津田沼１‐２３‐１　イオンモール津田沼２Ｆ

ベースマン　柏店 04-7147-6780 千葉県 柏市旭町１‐５‐４　プラザパスカ１Ｆ

スポーツデポ　市原五井店 0436-22-2311 千葉県 市原市更級１‐９‐８

スポーツデポ　南流山店 04-7150-7311 千葉県 流山市大字木４０８（木Ｂ７０街区１）

スポーツオーソリティ　八千代緑が丘店 047-480-0121 千葉県 八千代市緑が丘２‐１‐３　イオンモール八千代緑が丘３Ｆ

超野球専門店ＣＶ 047-445-1359 千葉県 鎌ケ谷市丸山１‐１‐１１

スポーツデポ　千葉ニュータウン店 0476-47-4661 千葉県 印西市西の原１‐１‐３



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

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

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

ベースマン 03-3260-2711 東京都 新宿区揚場町２‐１７

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　ＮＯＲＴＨ　ＰＯＲＴ　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

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

スポーツショップエンゼル 03-3744-2594 東京都 大田区西糀谷４‐１４‐１５

アルペン　高井戸店 03-3332-0650 東京都 杉並区高井戸東４‐１‐１３　２Ｆ

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３‐３‐５

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

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

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

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

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　アリオ葛西店２Ｆ

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

ヤマザキスポーツ 042-644-4123 東京都 八王子市横山町２０‐２１

スポーツＢＯＸ 042-666-2525 東京都 八王子市並木町２１‐２　エイトクイーンマンション１Ｆ

スポーツデポ　ぐりーんうぉーく多摩店 042-677-0251 東京都 八王子市別所２‐５６

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



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

ベースマン　立川店 042-512-8923 東京都 立川市柴崎町３‐１０‐２１　ＹＲビル１Ｆ

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　２Ｆ

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

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

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

スポーツデポ　府中四谷店 042-365-3760 東京都 府中市四谷５‐２３‐１２

スポーツオーソリティ　府中店 042-358-3517 東京都 府中市西原町１‐３‐１　府中ショッピングスクエア

スポーツデポ　昭島店 042-545-7701 東京都 昭島市田中町５７３‐１‐４

ときわスポーツ　調布フィールド店 042-485-3363 東京都 調布市小島町２‐５１‐９　高野ビル２Ｆ

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

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

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

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

中央スポーツ 0423-43-2015 東京都 小平市学園東町３‐３‐１６

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

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店　ノースタワー２Ｆ

ときわスポーツ　聖蹟桜ヶ丘店 042-337-9009 東京都 多摩市関戸１‐１‐５　ザ・スクエア２Ｆ

スポーツオーソリティ　多摩センター店 042-357-3451 東京都 多摩市落合１‐４５‐２　丘の上パティオ

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　羽村店 042-554-0511 東京都 羽村市小作台２‐３‐３

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



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

ウシオダスポーツ 045-572-2144 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉１‐１７‐２９ ○

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３‐５‐１　マークイズみなとみらい　Ｂ２Ｆ

金港スポーツ 045-662-2727 神奈川県 横浜市中区相生町４‐６９

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

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　トレッサ横浜店北棟３Ｆ

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

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　オーロラモール東戸塚店 045-828-2425 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

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

スポーツオーソリティ　上大岡店 045-882-0600 神奈川県 横浜市港南区上大岡西１‐１５‐１　京急百貨店スポーツ館

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　本社ビル２Ｆ

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　本社ビル２Ｆ

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　港北キーサウス内

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　ららぽーと横浜３Ｆ

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　ノースポート・モールＢ１Ｆ

スポーツデポ　港北みなも店 045-594-0015 神奈川県 横浜市都筑区中川中央２‐７‐１

スポーツデポ　川崎店 044-366-0980 神奈川県 川崎市川崎区小田栄２‐１‐２

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

カワブチスポーツ 044-511-1615 神奈川県 川崎市幸区下平間２１４‐１‐２

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

スポーツデポ　相模原店 042-774-2720 神奈川県 相模原市中央区小山３‐３７‐１

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２‐１４‐１

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　ららぽーと湘南平塚１Ｆ



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

スポーツデポ　平塚田村店 0463-53-1101 神奈川県 平塚市田村３‐５‐１

クーニースポーツ 0463-32-6892 神奈川県 平塚市平塚２‐２２‐１１

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

アルペン　藤沢菖蒲沢店 0466-48-0695 神奈川県 藤沢市菖蒲沢仲ノ桜８９５‐１

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

スポーツデポ　小田原店 0465-49-0620 神奈川県 小田原市前川１００

スポーツオーソリティ　秦野店 0463-85-3880 神奈川県 秦野市入船町１２‐１　イオン秦野ショッピングセンター別館２Ｆ

スポーツデポ　厚木下荻野店 046-241-9181 神奈川県 厚木市下荻野１２００‐１

スポーツデポ　大和店 046-200-5522 神奈川県 大和市深見台１‐１‐１８

スポーツオーソリティ　座間店 046-259-5965 神奈川県 座間市広野台２‐１０‐４　イオンモール座間１Ｆ

スポーツデポ　新潟河渡店 025-275-2170 新潟県 新潟市東区河渡庚２５９

スポーツデポ　新潟黒崎インター店 025-377-7725 新潟県 新潟市西区山田５５

スポーツデポ　長岡古正寺店 0258-29-6500 新潟県 長岡市古正寺町３８５

スポーツデポ　燕三条店 0256-35-3222 新潟県 三条市下須頃五枚田６２

アルペン　新発田店 0254-26-8872 新潟県 新発田市舟入町３‐１０‐３

小黒スポーツ 0250-43-0223 新潟県 五泉市本町２‐４‐２

スポーツデポ　上越店 025-545-6270 新潟県 上越市上源入６５１

スポーツエリア　カスタム 025-792-2977 新潟県 魚沼市吉田１０６３

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

太陽スポーツ　富山店 0764-25-1030 富山県 富山市黒瀬北町１‐７‐７

スポーツデポ　ファボーレ婦中店 076-465-1930 富山県 富山市婦中町速星１２３‐１

スポーツオーソリティ　高岡店 0766-27-2485 富山県 高岡市下伏間江３８３　イオンモール高岡１Ｆ

アルペン　高岡店 0766-26-5381 富山県 高岡市内免３５３‐１

アルペン　イータウンとなみ店 0763-32-1965 富山県 砺波市三島町１１‐２６　イータウンとなみ敷地内



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

スポーツデポ　金沢鞍月店 076-266-1770 石川県 金沢市戸水２‐１０５

スポーツデポ　金沢大桑店 076-243-8818 石川県 金沢市大桑２‐４０５

アルペン　小松沖町店 0761-24-2060 石川県 小松市沖周辺土地区画整理事業施行地区内仮５街区１号

スポーツオーソリティ　松任店 076-274-9635 石川県 白山市平松町１０２‐１　イオン松任店内

スポーツデポ　福井大和田店 0776-57-7371 福井県 福井市大和田１‐３０８

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

オンユアマーク 0770-52-2525 福井県 小浜市府中１５‐８　ＲＥＤＢＥＬＬ内 ○

スポーツデポ　甲府店 055-225-2431 山梨県 甲府市上阿原町３５２‐１

スポーツデポ　甲府昭和インター店 055-225-2370 山梨県 甲府市徳行５‐１２‐３０

甲府スポーツ 055-252-6556 山梨県 甲府市武田３‐１‐９

みやざわスポーツ 055-136-2272 山梨県 北杜市小淵沢町８４２‐１

スポーツデポ　フォレストモール富士河口湖店 0555-83-2001 山梨県 南都留郡富士河口湖町小立８０１２‐１

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

スポーツデポ　長野店 026-222-2244 長野県 長野市大字川合新田３４０１‐１

長野スター商会 026-234-2351 長野県 長野市長野西町５４５

スポーツショップイケダ 0263-86-2821 長野県 松本市村井町南１‐３１‐１７

スポーツデポ　南松本店 0263-27-6971 長野県 松本市南松本２‐５‐４２

アルペン　上田インター店 0268-21-2080 長野県 上田市住吉５８‐２

アサヒドースポーツ 0266-22-4154 長野県 岡谷市神明町３‐１３‐１

アルペン　飯田インター店 0265-25-1291 長野県 飯田市北方８００‐１

スポーツデポ　佐久北インター店 0267-22-0260 長野県 小諸市御影新田字香久保２６１６‐１

アルペン　伊那福島店 0265-74-6455 長野県 伊那市福島１３３

長峰スポーツ 0266-72-2692 長野県 茅野市玉川４６５６‐２

アルペン　諏訪インター店 0266-82-2112 長野県 茅野市中沖１１‐２

アルペン　穂高店 0263-82-1072 長野県 安曇野市穂高１３８２‐１



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

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

スポーツデポ　岐阜県庁前店 058-273-2981 岐阜県 岐阜市藪田南１‐１２‐１

スポーツオーソリティ　イオンタウン大垣店 0584-83-8333 岐阜県 大垣市三塚町丹瀬４６３‐１　イオンタウン大垣　ＷＥＳＴ１Ｆ

アルペン　フレスポ高山店 0577-36-5181 岐阜県 高山市天満町１‐５‐８

アルペン　多治見店 0572-24-6698 岐阜県 多治見市西坂町５‐３１‐１

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

アルペン　中津川店 0573-68-5701 岐阜県 中津川市茄子川２０７７‐１８

スポーツオーソリティ　各務原店 058-375-3304 岐阜県 各務原市那加萱場町３‐８　イオンモール各務原２Ｆ

スポーツプラザヒビノ 0574-62-0229 岐阜県 可児市広見５‐９９

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

スポーツデポ　マークイズ静岡店 054-262-7200 静岡県 静岡市葵区柚木１０２６

アルペン　静岡石田店 054-284-3777 静岡県 静岡市駿河区南八幡町９‐１

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

スポーツデポ　プレ葉ウォーク浜北店 053-585-7201 静岡県 浜松市浜北区貴布祢１２００

スポーツデポ　沼津店 055-920-3167 静岡県 沼津市杉崎町１１‐５０

ミネオスポーツ 0544-23-0345 静岡県 富士宮市城北町１１７‐２

スポーツデポ　富士南店 0545-65-4340 静岡県 富士市宮島８４１‐１

アルペン　掛川店 0537-24-9216 静岡県 掛川市梅橋字高畑３３９‐１

アルペン　藤枝店 054-645-3275 静岡県 藤枝市小石川町４‐６‐４５

長倉スポーツ 0558-72-6611 静岡県 伊豆市熊坂１３８‐２ ○



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

スポーツデポ　砂田橋店 052-721-1311 愛知県 名古屋市東区砂田橋４‐１‐６０

スポーツデポ　名西店 052-532-3731 愛知県 名古屋市西区名西２‐３３‐８

スポーツデポ　山王店 052-323-8441 愛知県 名古屋市中川区山王２‐３‐４７

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

スポーツデポ　みなと稲永駅前店 052-384-5481 愛知県 名古屋市港区一州町１‐３

スポーツデポ　名古屋南店 052-691-6411 愛知県 名古屋市南区豊田５‐２１‐１

スポーツデポ　アルペンモール守山志段味店 052-736-5255 愛知県 名古屋市守山区下志段味字南荒田２３００‐１

スポーツオーソリティ　守山店 052-739-0211 愛知県 名古屋市守山区笹ヶ根３‐１２２８　イオン守山２Ｆ

スポーツオーソリティ　大高店 052-629-5701 愛知県 名古屋市緑区南大高２‐４５０　イオンモール大高２Ｆ

スポーツデポ　有松インター店 052-624-1160 愛知県 名古屋市緑区南陵６０１　有松ジャンボリー内

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

スポーツデポ　豊橋店 0532-52-3008 愛知県 豊橋市前田南町２‐１７

アルペン　岡崎店 0564-21-9733 愛知県 岡崎市井田西町４‐２

スポーツオーソリティ　岡崎店 0564-59-2020 愛知県 岡崎市戸崎町字外山３８‐５　イオンモール岡崎１Ｆ

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 ○

スポーツデポ　一宮店 0586-23-2560 愛知県 一宮市常願通７‐２７

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

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

スポーツデポ　豊川店 0533-85-2777 愛知県 豊川市光明町１‐１９

永和スポーツ 0567-26-3403 愛知県 津島市埋田町１‐１１

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

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

スポーツデポ　西尾店 0563-53-1436 愛知県 西尾市矢曽根町長配８

スポーツオーソリティ　小牧店 0568-74-7325 愛知県 小牧市東１‐１２６　イオン小牧店２Ｆ

スポーツデポ　小牧店 0568-76-0787 愛知県 小牧市堀の内５‐１４６



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

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

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

スポーツオーソリティ　三好店 0561-33-3260 愛知県 みよし市三好町青木９１　イオン三好１Ｆ

アルペン　長久手店 0561-62-6622 愛知県 長久手市東狭間１００２

スポーツオーソリティ　東浦店 0562-82-2611 愛知県 知多郡東浦町大字緒川字旭１３‐２　イオンモール東浦１Ｆ

プリンススポーツ 0562-83-3635 愛知県 知多郡東浦町大字緒川字大門二区４‐１

スポーツデポ　東浦店 0562-84-4401 愛知県 知多郡東浦町大字緒川字北新田８‐１

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

スポーツデポ　四日市日永店 059-347-5622 三重県 四日市市日永１‐１‐６

スポーツデポ　アピタ松阪三雲店 0598-56-4741 三重県 松阪市市場庄町１２６６‐１

スポーツデポ　桑名店 0594-24-9222 三重県 桑名市桑名太一丸６８７‐１

スポーツオーソリティ　桑名店 0594-27-0560 三重県 桑名市新西方１‐２２　イオンモール桑名２番街１Ｆ

スポーツデポ　名張店 0595-61-2111 三重県 名張市瀬古口字西２６

スポーツオーソリティ　東員店 0594-86-2707 三重県 員弁郡東員町大字長深字築田５１０‐１　イオンモール東員１Ｆ

スポーツデポ　レイクサイドガーデン大津店 077-544-2000 滋賀県 大津市萱野浦２４‐６５

スポーツデポ　彦根松原店 0749-24-6110 滋賀県 彦根市松原町字石持１８３６

栗田スポーツ店 0749-22-3874 滋賀県 彦根市中央町２‐１９

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

アルペン　長浜店 0749-63-0640 滋賀県 長浜市小堀町４１８‐１　近新家具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　草津ジョイ６番館２Ｆ

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

アルペン　栗東店 077-553-6661 滋賀県 栗東市霊仙寺５‐４‐１７

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

重森スポーツ 0748-22-0664 滋賀県 東近江市八日市上之町２‐２



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

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

アルペン　京都南インター店 075-612-2871 京都府 京都市伏見区中島中道町３

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＆ゴルフ　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　福知山店 0773-22-2665 京都府 福知山市駅南町２‐２９１

アルペン　舞鶴店 0773-75-3171 京都府 舞鶴市字下福井６５３‐１

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

ヒマラヤスポーツ　精華台店 0774-98-2100 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

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

スポーツデポ　天王寺店 06-6629-7151 大阪府 大阪市阿倍野区天王寺町南１‐３‐１０

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

スポーツデポ　新大阪店 06-6399-0771 大阪府 大阪市淀川区西宮原２‐２‐１７

スポーツデポ　住之江店 06-6686-9230 大阪府 大阪市住之江区泉１‐１‐１００

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 ○

スポタカ心斎橋　ＢＩＧＳＴＥＰ本店 06-6484-7164 大阪府 大阪市中央区西心斎橋１‐６‐１４　ＢＩＧＳＴＥＰ　Ｂ１Ｆ、Ｂ２Ｆ

スポーツオーソリティ　堺鉄砲町店 072-227-6561 大阪府 堺市堺区鉄砲町１　イオンモール堺鉄砲町２Ｆ

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＆ゴルフ　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

ヒマラヤスポーツ　堺三国ケ丘店 072-240-7737 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

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

スポーツオーソリティ　デュー阪急山田店 06-6836-6277 大阪府 吹田市山田西４‐１‐２‐３０１　デュー阪急山田３Ｆ

スポーツサクライ　泉大津店 0725-31-4946 大阪府 泉大津市曽根町３‐９‐４０

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

スポーツデポ　高槻城西店 072-675-8061 大阪府 高槻市城西町６‐２８

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

スポーツデポ　フォレオ枚方店 072-856-9531 大阪府 枚方市高野道１‐２０‐１０

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

スポーツデポ　りんくう店 072-469-0401 大阪府 泉佐野市りんくう往来南３‐２７



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

野球堂一球 072-826-1919 大阪府 寝屋川市石津元町１５‐２

ナカウチスポーツ 0728-26-1684 大阪府 寝屋川市大利町２２‐２７ ○

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

スポーツオーソリティ　コムボックス光明池店 0725-57-6720 大阪府 和泉市室堂町８２４‐３６　コムボックス光明池２Ｆ

スポーツデポ　和泉中央店 0725-53-2307 大阪府 和泉市唐国町３‐１７‐５６

スポーツデポ　みのおキューズモール店 072-726-6051 大阪府 箕面市西宿１‐１２‐８

スポーツデポ　羽曳野西浦店 072-957-6911 大阪府 羽曳野市西浦１５４７

ＦＵＪＩＳＰＯ 072-938-5225 大阪府 藤井寺市小山９‐１‐１３ ○

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

スポーツデポ　東大阪長田店 06-6743-0330 大阪府 東大阪市長田中２‐４‐２８

スポーツオーソリティ　りんくう泉南店 072-480-4530 大阪府 泉南市りんくう南浜３‐１２　イオンモールりんくう泉南１Ｆ

スポーツオーソリティ　四條畷店 072-803-0250 大阪府 四條畷市砂４‐３‐２　イオンモール四條畷２Ｆ

スポーツデポ　サンシャインワーフ神戸店 078-452-5721 兵庫県 神戸市東灘区青木１‐２‐３４

赤玉スポーツ 078-801-6101 兵庫県 神戸市灘区水道筋３‐１９ ○

スポーツデポ　学園南インター店 078-795-2935 兵庫県 神戸市垂水区小束台８６８‐１０３２

アルペン　ステップガーデン藤原台店 078-987-4370 兵庫県 神戸市北区藤原台中町１‐４

ｓｐoｒｔｓ　Ｗｏｒｌｄ　三宮店 078-332-7332 兵庫県 神戸市中央区三宮町２‐１０‐７ ○

スーパースポーツゼビオ　神戸ハーバーランド店 078-366-6333 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

スポーツオーソリティ　姫路リバーシティ店 079-233-7180 兵庫県 姫路市飾磨区細江２６１４　イオンモール姫路リバーシティー隣

スポーツオーソリティ　姫路大津店 079-230-0450 兵庫県 姫路市大津区大津町２‐５　イオンモール姫路大津２Ｆ

アルペン　姫路中地店 079-233-7566 兵庫県 姫路市中地南町４５‐１

スポーツデポ　尼崎下坂部店 06-6491-8141 兵庫県 尼崎市下坂部３‐２‐３０

ミチイスポーツ 06-6419-3576 兵庫県 尼崎市大島３‐３２‐２０

スポーツデポ　尼崎道意店 06-6413-5345 兵庫県 尼崎市道意町７‐１

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 ○

スポーツデポ　明石大蔵海岸店 078-914-4121 兵庫県 明石市大蔵海岸通２‐１



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

スポーツオーソリティ　西宮今津店 0798-38-1670 兵庫県 西宮市今津港町１‐２６　コーナン西宮今津店２Ｆ

スポーツオーソリティ　伊丹昆陽店 072-778-6940 兵庫県 伊丹市池尻４‐１‐１　イオンモール伊丹昆陽２Ｆ

スポーツデポ　加古川別府店 079-435-5545 兵庫県 加古川市別府町緑町２

スポーツデポ　中山寺駅前店 0797-89-2645 兵庫県 宝塚市中筋５‐１０‐２７

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

アルペン　加西北条店 0790-43-2235 兵庫県 加西市北条町北条３０８‐１　イオンモール加西北条２Ｆ

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

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

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 ○

アルペン　奈良尼辻店 0742-35-7451 奈良県 奈良市尼辻町乙４３１‐１

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　イオンモール大和郡山

スポーツデポ　奈良橿原店 0744-29-8530 奈良県 橿原市常盤町４８８‐１

スポーツデポ　和歌山店 073-452-0871 和歌山県 和歌山市狐島字南汐畑６９１‐２０

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

シモヂスポーツ 0735-22-2480 和歌山県 新宮市新宮７６３９

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

ボールパーク 0857-29-1137 鳥取県 鳥取市田島３６７‐８ ○

スポーツデポ　鳥取店 0857-32-1630 鳥取県 鳥取市晩稲３９９

アルペン　米子店 0859-22-6810 鳥取県 米子市西福原８‐１８‐３３

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

スポーツデポ　松江店 0852-25-5113 島根県 松江市乃白町２０６８

スポーツデポ　岡山伊島店 086-251-2515 岡山県 岡山市北区伊島町２‐９‐４３

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

スポーツオーソリティ　倉敷店 086-430-5590 岡山県 倉敷市水江１　イオンモール倉敷１Ｆ

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



店舗名 TEL 都道府県 住所 9月以降発売

スポーツオーソリティ　広島店 082-250-0001 広島県 広島市南区宇品西２‐１６‐５１　ベイシティ宇品

ヒマラヤスポーツ　広島商工センター店 082-270-5800 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

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

スポーツデポ　広島八木店 082-873-5700 広島県 広島市安佐南区八木１‐１７‐１８

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

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

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

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

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　フジグラン神辺店 084-960-3633 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

スポーツデポ　福山店 084-922-7161 広島県 福山市東深津町３‐２１‐４８

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　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２Ｆ

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

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

スポーツデポ　山口店 083-925-8111 山口県 山口市大内御堀６‐１‐５

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

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

周南スポーツ 0834-34-3089 山口県 周南市福川南町２‐３ ○

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

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

スポーツデポ　徳島藍住店 088-693-1121 徳島県 板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜８７‐２

スポーツオーソリティ　高松店 087-842-7677 香川県 高松市香西本町１‐１　イオン高松２Ｆ

スポーツデポ　高松伏石店 087-866-5004 香川県 高松市伏石町２１３８‐５

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）

スポーツデポ　丸亀店 0877-21-2511 香川県 丸亀市山北町５０‐１
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ヒマラヤスポーツ　松山店 089-926-2180 愛媛県 松山市衣山１‐１６０

ラフィート 089-993-5519 愛媛県 松山市星岡４‐１２‐２６ ○

スポーツデポ　松山谷町店 089-978-7020 愛媛県 松山市谷町甲９１‐１

スポーツオーソリティ　今治新都市店 0898-23-5130 愛媛県 今治市にぎわい広場１‐１　イオンモール今治新都市１Ｆ

オオウエスポーツ 0897-33-4740 愛媛県 新居浜市田所町４‐６１

ささきスポーツ 0898-68-7258 愛媛県 西条市丹原町願連寺１６７

アオキ 0897-56-6611 愛媛県 西条市東町１‐２７１

アルペン　大洲店 0893-23-5180 愛媛県 大洲市東大洲６５５‐１

プロスポーツ 089-983-3523 愛媛県 伊予市米湊４３６‐２

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

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

スポーツデポ　高知店 088-860-3321 高知県 高知市介良乙３１７‐１

スポーツオーソリティ　若松店 093-772-2211 福岡県 北九州市若松区二島１‐３‐１　イオン若松ショッピングセンター２Ｆ

スポーツオーソリティ　戸畑店 093-873-6011 福岡県 北九州市戸畑区汐井町２‐２　イオン戸畑ショッピングセンター２Ｆ

スポーツデポ　小倉東インター店 093-951-3633 福岡県 北九州市小倉南区上葛原２‐１８‐１７

スポーツデポ　スペースワールド駅前店 093-671-0600 福岡県 北九州市八幡東区東田２‐３‐９

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

スポーツデポ　福岡香椎店 092-662-2900 福岡県 福岡市東区香椎団地１‐２０

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

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

スポーツデポ　マリノアシティ福岡店 092-884-3312 福岡県 福岡市西区小戸２‐１２‐３０

スポーツオーソリティ　福岡伊都店 092-805-8581 福岡県 福岡市西区北原１‐３‐１　イオンモール福岡伊都別館１Ｆ

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

スポーツデポ　久留米櫛原店 0942-35-8800 福岡県 久留米市東櫛原町３７０‐３

スポーツオーソリティ　直方店 0949-29-2510 福岡県 直方市湯野原２‐１‐１　イオンモール直方１Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　飯塚店 0948-25-3042 福岡県 飯塚市弁分２‐１
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ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　コスタ行橋店 0930-24-0063 福岡県 行橋市西泉６‐１‐１　コスタ行橋内

スポーツオーソリティ　小郡店 0942-41-7010 福岡県 小郡市大保字弓場１１０　イオン小郡ショッピングセンター内

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

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

スポーツデポ　太宰府インター店 092-504-5636 福岡県 大野城市御笠川２‐１８‐５

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

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

佐賀スラッガー 0952-30-0844 佐賀県 佐賀市神野東４‐７‐２１

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

スポーツデポ　佐賀店 0952-33-4130 佐賀県 佐賀市兵庫北６‐６‐１

スポーツデポ　唐津店 0955-72-1500 佐賀県 唐津市和多田西山１‐３

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

スポーツデポ　佐世保大塔インター店 0956-34-5556 長崎県 佐世保市大塔町８‐５７

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９７８‐６　ＭＲＲさせぼ２Ｆ

スポーツデポ　諫早インター店 0957-26-8800 長崎県 諫早市久山町２３０３‐１

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

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

スポーツデポ　長崎時津店 095-881-0085 長崎県 西彼杵郡時津町日並郷１３２０‐１０９

スポーツデポ　南熊本店 096-362-7005 熊本県 熊本市中央区南熊本３‐５‐１

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

スポーツデポ　熊本インター店 096-388-6681 熊本県 熊本市東区神園１‐１‐５

スポーツオーソリティ　八代店 0965-39-5561 熊本県 八代市沖町六番割３９８７‐３　イオン八代ショッピングセンター２Ｆ

スポーツデポ　宇土店 0964-22-6711 熊本県 宇土市水町５０‐１

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

スポーツオーソリティ　熊本店 096-235-6500 熊本県 上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２　イオンモール熊本２Ｆ
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スポーツデポ　大分店 097-542-7910 大分県 大分市玉沢７５５‐１　トキハわさだタウン内

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

スポーツオーソリティ　パークプレイス大分店 097-528-7667 大分県 大分市公園通り西２‐１　パークプレイス大分２Ｆ

スポーツジョイ 097-535-7277 大分県 大分市西浜３‐１

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

アルペン　佐伯店 0972-22-5277 大分県 佐伯市鶴岡西町１‐１６６

スポーツデポ　ニトリモール宮崎店 0985-50-1301 宮崎県 宮崎市源藤町東田４５４

スポーツオーソリティ　宮崎店 0985-60-3890 宮崎県 宮崎市新別府町江口８６２‐１　イオンモール宮崎２Ｆ

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

スポーツデポ　都城店 0986-38-6711 宮崎県 都城市都北町５７４０

スポーツデポ　延岡多々良店 0982-21-3855 宮崎県 延岡市岡富町１５１

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

スポーツデポ　スクエアモール鹿児島宇宿店 099-250-0010 鹿児島県 鹿児島市宇宿２‐２‐１８　宇宿2丁目スクエアモール内

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

スポーツデポ　フレスポジャングルパーク店 099-206-9001 鹿児島県 鹿児島市与次郎１‐１１‐１　フレスポジャングルパーク内

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

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

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

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

スポーツデポ　天久店 098-861-0460 沖縄県 那覇市天久１‐２‐１　天久りうぼう楽市ショッピングセンター内

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

スポーツショップマック 0980-82-4123 沖縄県 石垣市新栄町１０‐１２ ○

スポーツデポ　豊崎店 098-851-1150 沖縄県 豊見城市字豊崎１‐４１１　豊崎ライフスタイルセンターTOMITON内

スポーツデポ　具志川店 098-974-8660 沖縄県 うるま市字前原徳森原３６０

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


