
※2020年8月現在

※店舗により営業時間などに変動がございます。店舗にお問い合わせのうえご来店をお願いいたします。

※店舗によっては、完売している可能性もございます。

北海道・東北

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

中村スポーツ社 青森県 八戸市小中野５‐２‐１３ 0178-24-2746

スポーツオーソリティ　下田店 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 0178-50-5005

八森スポーツ 岩手県 花巻市末広町２‐１１ 0198-24-8110

野球専門店　仙台ドーム 宮城県 仙台市泉区松森字後田４５‐１ 022-779-7791

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

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

関東

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

あおきスポーツ 栃木県 小山市乙女２‐１３‐１４ 0285-45-3673

アベスポーツ 栃木県 足利市堀込町２６６３ 0284-71-0303

岩渕スポーツ 栃木県 宇都宮市竹林町１０８７‐２ 028-621-7447

ジャンプスポーツ 群馬県 前橋市箱田町１０２２ 027-253-1706

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

ベースマン　大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町４‐２４４‐１　都筑ビル１Ｆ 048-643-8901

埼玉スポーツ 埼玉県 さいたま市大宮区宮町１‐２８ 048-641-3303

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

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

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

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

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　所沢店 埼玉県 所沢市下富６６４‐１ 04-2942-4731

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

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

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

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

スポーツオーソリティ　成田店 千葉県 成田市ウイング土屋２４　イオンモール成田１Ｆ 0476-23-8811

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

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

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

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

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

スポーツデポ　南砂町スナモ店 東京都 江東区新砂３‐４‐３１　南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ３Ｆ 03-5677-0721

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

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

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

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

井本運動具店 東京都 港区新橋２‐１６‐１　ニュー新橋ビル２Ｆ 03-3580-6030

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

スワロースポーツ 東京都 練馬区練馬４‐１５‐１１　城南内田ビル６Ｆ 03-5984-4863

富士ベースボール 東京都 品川区中延４‐６‐４ 03-3786-1800

ベースマン 東京都 新宿区揚場町２‐１７ 03-3260-2711

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

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

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

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

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

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

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

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

スポーツオーソリティ　ＭＡＲＫ　ＩＳ　みなとみらい店 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 045-227-2581

スポーツオーソリティ　港北ニュータウン店 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 045-947-1333

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

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

安藤スポーツ　外商部 神奈川県 横浜市保土ケ谷区星川２‐６‐３０ 045-335-3490

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

金港スポーツ 神奈川県 横浜市中区相生町４‐６９ 045-662-2727

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

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

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

シラトリ　ＳＰＯＰＩＡ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

SHOP LIST
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北信越

エビスヤスポーツ　スポーツプラザ店 新潟県 十日町市高田町６ 0257-57-2219

小杉スポーツ 富山県 射水市三ケ１０３８ 0766-55-1331

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

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

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

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

長野スター商会 長野県 長野市長野西町５４５ 026-234-2351

文正堂スポーツ 長野県 伊那市西町５１７８‐２ 0265-72-7281

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

中部

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

竹中スポーツ 岐阜県 岐阜市玉宮町２‐９ 058-264-2200

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

ナルセスポーツ 岐阜県 大垣市林町８‐１３５７‐１ 0584-75-3663

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

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

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

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

岩崎スポーツ 静岡県 静岡市清水区追分１‐１‐３ 054-365-5678

双葉スポーツ　袋井店 静岡県 袋井市高尾２０‐８ 0538-43-4189

友愛スポーツ 静岡県 浜松市中区中山町６　小出ビル１Ｆ 053-456-0075

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

スポーツデポ　mozoワンダーシティ店 愛知県 名古屋市西区二方町４０　mozoワンダーシティ４Ｆ 052-502-1331

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

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

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

やまもと 愛知県 豊田市西町２‐８ 0565-31-0530

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

ツボイスポーツ 愛知県 名古屋市中川区澄池町２０‐１１ 052-365-3633

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

近畿

モリスポアスリート　大津店 滋賀県 大津市一里山７‐１‐１　フォレオ大津一里山１Ｆ 077-547-5030

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

スポーツショップキムラ　草津店 滋賀県 草津市大路２‐８‐１４　草津ジョイ６番館２Ｆ 077-566-2932

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

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

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

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

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

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

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

ＦＵＪＩＳＰＯ 大阪府 藤井寺市小山９‐１‐１３ 072-938-5225

野球堂一球 大阪府 寝屋川市石津元町１５‐２ 072-826-1919

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

スポーツオーソリティ　りんくう泉南店 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 072-480-4530

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

ミチイスポーツ 兵庫県 尼崎市大島３‐３２‐２０ 06-6419-3576

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

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

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

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
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中国・四国

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

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

スポーツショップムサシ 岡山県 勝田郡勝央町勝間田７５５‐６ 0868-38-5656

体育社　本店 広島県 広島市中区三川町７‐５ 082-246-1212

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

九州・沖縄

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

スポーツオーソリティ　福岡伊都店 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 092-805-8581

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

スポーツデポ　佐賀店 佐賀県 佐賀市兵庫北６‐６‐１　夢咲コスモスタウン内 0952-33-4130

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

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

スポーツオーソリティ　熊本店 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 096-235-6500

スポーツデポ　大分店 大分県 大分市玉沢７５５‐１　トキハわさだタウン内 097-542-7910

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

スポーツデポ　天久店 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 098-861-0460

スポーツオーソリティ　沖縄ライカム店 沖縄県 中頭郡北中城村字ライカム１番地　イオンモール沖縄ライカム２Ｆ 098-931-1800
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