
※2021年3月現在

※店舗により営業時間・在庫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。

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
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　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
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　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
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　北上店 岩手県 北上市北⿁柳１８-３５ 0197-63-8500
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　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　山形店 山形県 山形市馬見ヶ崎４-４-１５ 023-681-2751
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

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
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
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　高崎店 群馬県 高崎市緑町１-２９-４ 027-365-4801
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
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
スポーツオーソリティ　幕張新都心店 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 043-296-1710
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　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
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　木場店 東京都 江東区木場１-５-３０　イトーヨーカドー木場店３Ｆ 03-5617-6450
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
スポーツオーソリティ　有明ガーデン店 東京都 江東区有明２-１-８　有明ガ-デン３Ｆ 03-5962-4690
スーパースポーツゼビオ　ダイバーシティ東京　プラザ店 東京都 江東区青海１-１-４０　ダイバーシティ東京プラザ４Ｆ 03-3527-6290
アマゾンジャパン　 - - -
スーパースポーツゼビオ　渋谷公園通り店 東京都 渋谷区宇田川町１９-３ 03-5456-6170
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
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　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　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　ファボーレ婦中店 富山県 富山市婦中町速星１２３-１ 076-465-1930
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　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

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

近畿・中四国
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２４０ 075-221-3284
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
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　福知山店 京都府 福知山市駅前町５０４ 0773-25-2929
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　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　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
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　明石大蔵海岸店 兵庫県 明石市大蔵海岸通２-１ 078-914-4121
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
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
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　岡山豊浜店 岡山県 岡山市南区豊浜町１０-６０ 086-261-5300
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　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　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　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
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　八幡西店 福岡県 北九州市八幡西区八枝２-１-３ 093-601-1511
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
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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