
※2021年2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。

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

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

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

ＢＢスポーツ 宮城県 石巻市南中里３‐１６‐２７ 0225-98-3766

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

遠藤運動具店 福島県 いわき市平中町７‐４ 0246-23-8134

オノヤスポーツ　ＭＡＸ店 福島県 福島市曽根田町１‐１８　ＭＡＸふくしま３Ｆ 024-573-8607

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

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

文化堂スポーツ 福島県 二本松市亀谷１‐５４ 0243-23-2020

ワタナベスポーツ 福島県 郡山市駅前２‐９‐８ 024-922-3650

村上スポーツ　白河店 福島県 白河市転坂６８‐２ 0248-22-7650

関東

サンスポーツ 茨城県 牛久市南２‐１１‐３７ 029-872-6460

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

アベスポーツ 栃木県 足利市堀込町２６６３ 0284-71-0303

石川スポーツ 栃木県 栃木市万町１６‐４ 0282-24-3161

岩渕スポーツ 栃木県 宇都宮市竹林町１０８７‐２ 028-621-7447

村上スポーツ　黒磯店 栃木県 那須塩原市黒磯幸町３‐７ 0287-62-0030

ヤザワスポーツ 栃木県 足利市旭町２２９６ 0284-42-4576

アライスポーツ 群馬県 伊勢崎市境栄１９２ 0270-74-1743

イチカワスポーツ 群馬県 富岡市七日市１０８３ 0274-64-1240

タキスポーツ　館林店 群馬県 館林市栄町５‐４ 0276-71-3331

ベースボールショップ野球屋 群馬県 伊勢崎市曲輪町５‐１６ 0270-23-8941

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

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

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

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

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

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５‐３‐２ 048-641-3303

ＭＯＶＥ　戸田本店 埼玉県 戸田市笹目３‐１０‐１７ 048-449-7373

ウルマスポーツ 千葉県 市原市惣社１‐１‐２３ 0436-20-0361

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

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

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

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

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

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

カズマスポーツ 東京都 武蔵野市境２‐３‐４ 0422-51-2034

ササキスポーツ 東京都 江戸川区中葛西６‐１８‐４ 03-3675-2233

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 03-5984-4860

中央スポーツ 東京都 小平市学園東町３‐３‐１６ 042-347-1122 

ブランロッシュ 東京都 練馬区栄町３２‐１５ 03-3994-1055

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
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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

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

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

富士見スポーツ 東京都 板橋区赤塚７‐１８‐１２　フミール１Ｆ 03-5967-1912

ヤマザキスポーツ 東京都 八王子市横山町２０‐１２ 042-644-4123

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平塚店 神奈川県 平塚市東八幡３‐２‐６ 0463-24-2444

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

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

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

スポーツショップクラブライフ湘南 神奈川県 茅ヶ崎市幸町１6‐４ 0467-58-0580

タカミネスポーツ 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境１５‐９ 045-361-0043

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

ラッキースポーツ 神奈川県 相模原市南区新磯野２‐１‐５ 042-747-7668

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

関水スポーツ 神奈川県 藤沢市鵠沼石上１‐３‐１ 0466-26-3355

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
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北信越

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

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

マツヤスポーツ 長野県 中野市中央１‐４‐２３ 0269-22-4706

中部

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

キトウスポーツ 岐阜県 多治見市小名田町４‐８‐２ 0572-23-7708

竹中スポーツ 岐阜県 岐阜市玉宮町２‐９ 058-264-2200

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

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

シラトリ　藤枝店 静岡県 藤枝市築地５７５‐１ 054-646-2200

岩崎スポーツ 静岡県 静岡市清水区追分１‐１‐３ 054-365-5678

スウィングスポーツ 静岡県 焼津市石津６９３‐５ 054-624-7544

双葉スポーツ　袋井店 静岡県 袋井市高尾２０‐８ 0538-43-4189

ミナトスポーツ 静岡県 焼津市三ケ名１３４１‐２ 054-628-7738

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

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

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

オオタスポーツ 愛知県 豊橋市柱八番町２３‐１ 0532-46-2122

スポーツショップミズノ 愛知県 名古屋市南区笠寺町西之門５‐１ 052-821-5474

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

ベースボールパークナガイ 愛知県 小牧市東１‐２４５ 0568-77-8374

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

ホッタスポーツ 愛知県 津島市弥生町４３ 0567-25-0150

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

サカエスポーツ 愛知県 江南市古知野町熱田１０３ 0587-54-8550

アカサカ・スポーツ 三重県 熊野市木本町６７８‐２ 0597-89-4711

近畿

栗田スポーツ店 滋賀県 彦根市中央町２‐１９ 0749-22-3874

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

ＢＥＳＴ９ 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 075-748-0481

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

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

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

スポタカ心斎橋　ベースボールショップ 大阪府 大阪市中央区西心斎橋１‐６‐１４　Ｂ２Ｆ 06-6484-7190

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

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

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

ハリマ稲田屋 兵庫県 宍粟市山崎町鹿沢５５ 0790-62-0134

ミチイスポーツ 兵庫県 尼崎市大島３‐３２‐２０ 06-6419-3576

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

タキモトスポーツ 和歌山県 和歌山市吹上２‐６‐５０ 073-426-3939
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中国・四国

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

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

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

モミジヤスポーツ　西大寺本店 岡山県 岡山市東区西大寺中野５００‐８ 086-943-6000

Ｋスポーツ 広島県 竹原市竹原町３６１６‐１ 0846-22-5348

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

ＰＯＷＥＲ’Ｓ　福山店 広島県 福山市東深津町２‐７‐３７ 084-921-7866

ダイワスポーツ 山口県 下関市伊倉町２‐２‐１５ 083-254-3078

トリプルダブル　山口店 山口県 山口市駅通り１‐７‐７ 083-922-0856 

九州・沖縄

野球工房Ｍ　小倉店 福岡県 北九州市小倉北区中島１‐１９‐６７　十條アミューズ館１Ｆ 093-512-5100

ライオンズベースボールショップ 福岡県 福岡市中央区赤坂２‐６‐５ 092-771-2322

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

ミツトミスポーツ　久留米店 福岡県 久留米市通町１０１‐８ 0942-48-1015

佐賀スラッガー 佐賀県 佐賀市神野東４‐７‐２１ 0952-30-0844

ハヤカワスポーツ　スポーツ館上通本店 熊本県 熊本市中央区上通町９‐１ 096-324-3700

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

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

晃正スポーツ　日南店 宮崎県 日南市吾田東８‐２‐３０‐１ 0987-23-2345

メジャースポーツセグチ 鹿児島県 薩摩川内市中郷５‐１１８‐１ 0996-24-0023

中央スポーツ 鹿児島県 鹿児島市城南町１０‐３ 099-223-9811

辻原スポーツ 鹿児島県 薩摩川内市御陵下町７‐５９ 0996-22-5576

ホットコーナー 鹿児島県 鹿児島市下荒田１ー１４ー１７ 099-201-8055

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

スーパースポーツゼビオ、ヴィクトリア、スポーツデポ、スポーツアルペン、スポーツオーソリティに関してはお近くの店舗にお問い合わせください。
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