
※2021年1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。

直営店

アシックスオンラインストア（ＥＣ） - - -

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

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

小田急ハルク　アシックスショップ新宿 東京都 新宿区西新宿１‐５‐１　小田急百貨店新宿店別館ハルクスポーツ２Ｆ 03-5325-0594

アシックス　東京有明ガーデン 東京都 江東区有明２‐１‐８　有明ガーデン２Ｆ 03-6380-7661

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

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

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

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

北海道・東北

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

スポーツデポ　岩見沢店 北海道 岩見沢市大和１条９‐２　岩見沢大和タウンプラザ内 0126-20-0510

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

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

スポーツデポ　青森店 青森県 青森市三好２‐１‐１５ 017-783-4860

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

中村スポーツ社 青森県 八戸市小中野５‐２‐１３ 0178-24-2746

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

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

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

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

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

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　仙台泉中央店 宮城県 仙台市泉区泉中央４‐２４‐３ 022-371-9139

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

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

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

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

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

吾妻スポーツ　本店 山形県 米沢市丸の内１‐１‐９０ 0238-23-7333

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

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

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

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

関東

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

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

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

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

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

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

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

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

スポーツデポ　ベルモール宇都宮店 栃木県 宇都宮市陽東６‐２‐１　ベルモールウエストサイド１Ｆ 028-689-7401

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

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

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

SHOP LIST
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関東

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

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

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

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

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

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

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

スポーツデポ　北本店 埼玉県 北本市深井６‐８７　 HEY WORLD !! 内 048-543-7551

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

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

スポーツデポ　ショップス市川店 千葉県 市川市鬼高３‐２８‐１６　ＳＨＯＰＳ市川２Ｆ 047-393-5281

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　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

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

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

スポーツデポ　ららぽーと柏の葉 千葉県 柏市若柴１７５　ららぽーと柏の葉本館３Ｆ 04-7135-4670

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

スポーツデポ　南流山店 千葉県 流山市大字木４０８（木Ｂ７０街区１）　コーナン南流山店２Ｆ 04-7150-7311

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

井本運動具店　楽天ショップ - - 03-6803-0826

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

京王百貨店　新宿店　スポーツ用品 東京都 新宿区西新宿１‐１‐４ 03-3342-2111

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

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

アマゾンジャパン　 - ‐ -

西武池袋本店　西武スポーツ 東京都 豊島区南池袋１‐２８‐１　８Ｆ 03-3981-0111

ラックスポーツ 東京都 豊島区南長崎３‐９‐２３ 03-6908-2170

スポーツデポ　ぐりーんうぉーく多摩店 東京都 八王子市別所２‐５６　ぐりーんうぉーく多摩ショッピングセンター内 042-677-0251

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

スポーツデポ　昭島店 東京都 昭島市田中町５７３‐１‐４　ショッピングモールモリタウン内 042-545-7701

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　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

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

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

スポーツデポ　相模原店 神奈川県 相模原市中央区小山３‐３７‐１　コーナン相模原小山モール２Ｆ 042-774-2720

シラトリ　ＳＰＯＰＩＡ平塚店 神奈川県 平塚市東八幡３‐２‐６ 0463-24-2444

スポーツデポ　平塚田村店 神奈川県 平塚市田村３‐５‐１　カルサ平塚２Ｆ 0463-53-1101

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

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

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

スポーツデポ　小田原店 神奈川県 小田原市前川１００ フレスポ小田原シティモール北館１Ｆ 0465-49-0620

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

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

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

北信越

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

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

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

スポーツデポ　上越店 新潟県 上越市上源入６５１ 025-545-6270

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

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

アルペン　高岡店 富山県 高岡市内免３５３‐１ 0766-26-5381

太陽スポーツ　魚津店 富山県 魚津市上村木２‐３‐３０ 0765-24-2411

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

シラトリ　藤枝店 静岡県 藤枝市築地５７５‐１ 054-646-2200

シラトリ　袋井国本店 静岡県 袋井市国本２５４３‐１ 0538-44-8100

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

スポーツデポ　砂田橋店 愛知県 名古屋市東区砂田橋４‐１‐６０　ホームセンターコーナン２Ｆ 052-721-1311

スポーツデポ　名西店 愛知県 名古屋市西区名西２‐３３‐８　ヨシヅヤ名古屋名西店３Ｆ 052-532-3731

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

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

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

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

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

スポーツデポ　豊橋店 愛知県 豊橋市前田南町２‐１７　バロー豊橋ショッピングセンター２Ｆ 0532-52-3008

アルペン　岡崎店 愛知県 岡崎市井田西町４‐２ 0564-21-9733

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

スポーツデポ　豊川店 愛知県 豊川市光明町１‐１９　マチニワとよかわ施設内 0533-85-2777

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

スポーツデポ　西尾店 愛知県 西尾市矢曽根町長配８　ショッピングセンターフィールいつも２Ｆ 0563-53-1436

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

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

スポーツデポ　ららぽーと愛知東郷店 愛知県 愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業６２街区　ららぽーと愛知東郷３Ｆ 0561-39-2525

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

スポーツデポ　イオンモール津南店 三重県 津市高茶屋小森町１４５　イオンモール津南店１Ｆ 059-253-1423

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

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

スポーツデポ　桑名店 三重県 桑名市大字桑名太一丸６８７‐１　バロー桑名東店内 0594-24-9222

近畿・中四国

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

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

スポーツデポ　彦根松原店 滋賀県 彦根市松原町字石持１８３６　フレスポ彦根ショッピングセンター内 0749-24-6110

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

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

重森スポーツ 滋賀県 東近江市八日市上之町２‐２ 0748-22-0664

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

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

STEP WEB - ‐ -

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

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

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

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

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

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

スポーツデポ　高槻城西店 大阪府 高槻市城西町６‐２８　コーナン高槻城西店２Ｆ 072-675-8061

スポーツデポ　フォレオ枚方店 大阪府 枚方市高野道１‐２０‐１０　フォレオひらかた２Ｆ 072-856-9531

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

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

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

スポーツデポ　羽曳野西浦店 大阪府 羽曳野市西浦１５４７　コーナン羽曳野西浦店２Ｆ 072-957-6911

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

スポーツデポ　東大阪長田店 大阪府 東大阪市長田中２‐４‐２８　フレスポ長田 ノースエリア 06-6743-0330

近畿
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※2021年1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。

SHOP LIST

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

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

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

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

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

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　尼崎道意店 兵庫県 尼崎市道意町７‐１　アマドゥ内 06-6413-5345

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

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

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

スポーツデポ　中山寺駅前店 兵庫県 宝塚市中筋５‐１０‐２７　SQUARE NAKAYAMADERA ショッピングセンター内２Ｆ0797-89-2645

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

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

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

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

スポーツデポ　鳥取店 鳥取県 鳥取市晩稲３９９ 0857-32-1630

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

スポーツデポ　丸亀店 香川県 丸亀市山北町５０‐１　丸亀VASALA内 0877-21-2511

アルペン　大洲店 愛媛県 大洲市東大洲６５５‐１ 0893-23-5180

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

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

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

九州・沖縄

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

スポーツデポ　宇土店 熊本県 宇土市水町５０‐１　ロス２１UTOショッピングセンター内 0964-22-6711

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

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

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

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

スポーツデポ　フレスポジャングルパーク店 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 099-206-9001

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

スポーツデポ　浦添パルコシティ店 沖縄県 浦添市西洲３‐１‐１　サンエー浦添ＰＡＲＣО　ＣＩＴＹ　２Ｆ 098-876-5744

スポーツデポ　豊崎店 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 098-851-1150

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