
※2021年6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） - - -

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

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

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

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

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

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

タミヤスポーツ　本店 秋田県 大仙市大曲栄町１‐１７ 0187-63-1611

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

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

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

スポーツカムイ　水戸店 茨城県 水戸市笠原町９７８‐３９　ロゼオ水戸内 029-246-5993

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

スポーツカムイ　古河店 茨城県 古河市雷電町１‐１８　あかやまＪＯＹ２Ｆ 0280-23-1717

スポーツカムイ　鹿嶋店 茨城県 鹿嶋市鉢形１５１３‐１ 0299-85-3308

岩渕スポーツ 栃木県 宇都宮市竹林町１０８７‐２ 028-621-7447

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

スポーツカムイ　小山店 栃木県 小山市大字中久喜１２１９－１ 0285-37-9311

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

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

スポーツカムイ　自治医大店 栃木県 下野市祇園１‐２４ 0285-29-4929

スポーツカムイ　大宮西店 埼玉県 さいたま市西区三橋６‐６０７‐１３　イオン大宮西店４Ｆ 048-620-3309

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

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

スポーツカムイ　熊谷店 埼玉県 熊谷市原島１２４７‐１ 048-580-6062

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　上尾店 埼玉県 上尾市二ツ宮１０８０‐１ 048-770-6612

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　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

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

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

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

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

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

Ｂ．Ｂ．Ｔ 千葉県 市川市鬼高３‐３４‐４ 047-372-6860

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

スポーツカムイ　市原店 千葉県 市原市八幡３３３‐１　２Ｆ 0436-63-6161

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

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

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　ヤフー店 東京都 新宿区揚場町２‐１７　ＢＭ４Ｆ 03-3260-8912

ＧＡＬＬＥＲＹ・２　新宿ベースボール 東京都 新宿区新宿３‐１５‐１１　アドホックビル５Ｆ 03-3341-2460

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

SHOP LIST

BASEBALL
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スーパースポーツゼビオ　オリナス錦糸町店 東京都 墨田区太平４‐１‐５　オリナスコア１Ｆ 03-5610-8670

富士ベースボール 東京都 品川区中延４‐６‐４ 03-3786-1800

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

アマゾンジャパン　 東京都 ‐ -

アマゾンジャパン　　ライフ＆レジャー事業本部 東京都 ‐ -

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５Ｆ 03-5984-4860

スーパースポーツゼビオ　アリオ葛西店 東京都 江戸川区東葛西９‐３‐３　アリオ葛西店２Ｆ 03-5675-6801

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

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　吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺東町１‐７‐１９ 0422-22-1630

カズマスポーツ 東京都 武蔵野市境２‐３‐４ 0422-51-2034

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　三鷹店 東京都 三鷹市新川３‐１６‐２５ 0422-72-8581

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　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　小金井本店 東京都 小金井市本町２‐５‐５ 042-381-2560

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

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

Ｖｉｃｔｏｒｉａ　イオンモールむさし村山店 東京都 武蔵村山市榎１‐１‐３　イオンモールむさし村山ノースタワー２Ｆ 042-590-1041

スポーツカムイ　フレスポ若葉台店 東京都 稲城市若葉台２‐４‐２　フレスポ若葉台２Ｆ 042-401-4861

スポーツカムイ　ザ・モールみずほ店 東京都 西多摩郡瑞穂町大字高根６２３　ザ・モールみずほ１６　３Ｆ 042-519-5562

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

スーパースポーツゼビオ　トレッサ横浜店 神奈川県 横浜市港北区師岡町７００ 045-533-3351

イシケンスポーツ　瀬谷店 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷３‐１‐２４ 045-301-6044

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

スーパースポーツゼビオ　川崎ルフロン店 神奈川県 川崎市川崎区日進町１‐１１　川崎ルフロン７Ｆ、８Ｆ 044-223-1630

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

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

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

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

スポーツカムイ　座間店 神奈川県 座間市ひばりが丘４‐１１‐１　ライズモールひばりが丘１Ｆ 046-206-4501

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

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

スポーツカムイ　富士吉田店 山梨県 富士吉田市上吉田３２８４‐１ 0555-24-1119

北信越

スポーツプラザ　エビスヤ 新潟県 十日町市高田町６　妻有ショッピングセンター内 0257-57-2219

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

スポーツカムイ　高森店 長野県 下伊那郡高森町吉田２３２５‐１ 0265-35-3935

中部

ｅＳＰＯＲＴＳ 岐阜県 岐阜市金町４‐３０　明治安田生命金町ビル６Ｆ 058-214-4586

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

センタースポーツ 岐阜県 多治見市若松町４‐５７ 0572-22-2506

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

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　富士ジャンボ店 静岡県 富士市青葉町５６４ 0545-60-3300

シラトリ　藤枝店 静岡県 藤枝市築地５７５‐１ 054-646-2200

双葉スポーツ　袋井店 静岡県 袋井市高尾２０‐８ 0538-43-4189

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

丸丹スポーツ　栄東店 愛知県 名古屋市中区栄４‐１３‐３ 052-251-1713

BASEBALL
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中部

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

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

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

永和スポーツ 愛知県 津島市埋田町１‐１１ 0567-26-3403

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

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

サカエスポーツ 愛知県 江南市古知野町熱田１０３ 0587-54-8550

フジスポーツ用品店 愛知県 江南市古知野町杉山２８ 0587-55-2030

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

スポーツキューブ共栄 愛知県 大府市大東町１‐６９ 0562-47-1361

水野スポーツ 愛知県 尾張旭市東印場町２‐４‐５ 0561-54-2789

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

近畿・中四国

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

スポーツアクト 京都府 京都市北区大将軍西町１５７‐２ 075-463-6556

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

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

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

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

野球堂一球 大阪府 寝屋川市石津元町１５‐２ 072-826-1919

ＦＵＪＩＳＰＯ 大阪府 藤井寺市小山９‐１‐１３ 072-938-5225

ベースボールランド友井 大阪府 東大阪市友井５‐１‐５１ 06-6722-0822

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

ミチイスポーツ 兵庫県 尼崎市大島３‐３２‐２０ 06-6419-3576

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

大野スポーツ 和歌山県 海南市鳥居６‐１　大幸ビル１Ｆ 073-483-0982

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

スポーツプラザ二協社 島根県 出雲市渡橋町３１８‐１ 0853-21-5155

プレイスポーツ 岡山県 倉敷市児島小川町３６９０‐２ 086-472-3099

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

シオダスポーツ　桜尾店 広島県 廿日市市桜尾本町１２‐３８ 0829-32-7870

ムネスエスポーツ 山口県 下松市西豊井８８６‐８ 0833-41-0273

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

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

アオバヤビーエスショップ 大分県 大分市萩原１‐１３‐１３ 097-551-5460

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

スーパースポーツゼビオ　イーアス沖縄豊崎 沖縄県 豊見城市豊崎３‐３５　イーアス沖縄豊崎１Ｆ 098-996-1439

BASEBALL


